
大

皿

31-409 漆陶　いぶし長角プレート PAT.P

❶	いぶし長角プレート	黒石目	
	M-21-79	 		TA			（小）		¥2,150 （20.7×13×3）  

	M-21-92	 		A			（中）		 ¥4,000 （33.5×21.8×3）  

	 M-22-8	 		A			（大）		 ¥5,400 （39.5×25.8×3）  

❷	いぶし長角プレート	陶磁器調白			S･H塗			
	M-21-78	 		TA			（小）		¥2,400 （20.7×13×3）  

	M-21-31	 		A			（中）		 ¥4,550 （33.5×21.8×3）  

	 M-22-9	 		A			（大）		 ¥6,250 （39.5×25.8×3） 

❸	いぶし長角プレート	黒銀釉	
	M-21-80	 		TA			（小）		¥2,600 （20.7×13×3）  

	M-21-32	 		A			（中）		 ¥4,900 （33.5×21.8×3）  

	M-22-10	 		A			（大）		 ¥6,600 （39.5×25.8×3）  

❹	いぶし長角プレート	新青磁	
	M-21-81	 		TA			（小）		¥2,400 （20.7×13×3）  

	M-21-33	 		A			（中）		 ¥4,550 （33.5×21.8×3）  

	M-22-11	 		A			（大）		 ¥6,250 （39.5×25.8×3）  

❺	いぶし長角プレート	織部	
	M-21-82	 		TA			（小）		¥2,750 （20.7×13×3）  

	M-21-34	 		A			（中）		 ¥4,850 （33.5×21.8×3）  

	M-22-12	 		A			（大）		 ¥6,600 （39.5×25.8×3） 

❻	いぶし長角プレート	ゴールド	
	M-36-93	 		TA			（小）		¥2,600 （20.7×13×3）

	M-36-94	 		A			（中）		 ¥4,900 （33.5×21.8×3）

	M-36-95	 		A			（大）		 ¥6,600 （39.5×25.8×3）

❼	いぶし長角プレート	曙	
	M-21-84	 		TA			（小）		¥2,100 （20.7×13×3）  

	M-21-36	 		A			（中）		 ¥4,000 （33.5×21.8×3）  

	M-22-17	 		A			（大）		 ¥5,350 （39.5×25.8×3）  

表面が硬質でキズ・ヨゴレを防止します。S・H 塗

洗浄機使用
OK!

TA マークは
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31-410PAT.P 漆陶 いぶし細長角プレート・いぶし長角プレート

❶ M-21-69 	
		TA			いぶし細長角プレート	陶磁器調白			S･H塗				
¥2,850 （32.8×10.5×2.7） 

❷ M-21-70 	
		TA			いぶし細長角プレート	黒石目	
¥2,500 （32.8×10.5×2.7） 

❽	 		AC			いぶし長角プレート	クリア	
	M-21-37	（中）		 ¥5,600 （33.5×21.8×3）  

	M-22-14	（大）		 ¥7,200 （39.5×25.8×3） 

❾	 		AC			いぶし長角プレート	淡雪	
	M-21-38	（中）		 ¥5,600 （33.5×21.8×3）  

	M-22-13	（大）		 ¥7,200 （39.5×25.8×3） 

❸ M-21-71 	
		TA			いぶし細長角プレート	黒銀釉	
¥3,050 （32.8×10.5×2.7） 

❹ M-21-72 	
		TA			いぶし細長角プレート	新青磁	
¥2,850 （32.8×10.5×2.7） 

❺ M-21-73 	
		TA			いぶし細長角プレート	織部	
¥3,000 （32.8×10.5×2.7） 

❻ M-36-96 	
		TA			いぶし細長角プレート	ゴールド	
¥3,050 （32.8×10.5×2.7） 

❼ M-21-75 	
		TA			いぶし細長角プレート	曙	
¥2,650 （32.8×10.5×2.7） 

いぶし長角プレートAC

表面が硬質でキズ・ヨゴレを防止します。S・H 塗

洗浄機使用
OK!

TA マークは
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31-411 漆陶　越前長手盛皿［陶器調塗物シリーズ］　
陶器風に強化塗りを施しており、
ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえに
ワレにくく、グレードの高い商品です。
非常に効率的で経済的です。

❶  A 越前長手盛皿	うるみハケ目		
 M-2-36	 7寸	 ¥1,850 （21.5×13.5×3） 梱100

 M-2-37	 8寸	 ¥2,300 （23.8×16.8×3.3） 梱80

 M-2-38	 9寸	 ¥2,800 （26.8×18.6×3.5） 梱60

 M-2-39	 尺0寸	 ¥3,500 （29.8×21.3×3.7） 梱50

 M-2-40	 尺2寸	 ¥4,300 （35.8×25.2×4） 梱40

 M-2-41	 尺5寸	 ¥5,900 （46.5×32.5×4.1） 梱20

尺 2 寸越前長手盛皿 織部を使用しています。

S・S塗 ソフトでキズに対して復元力があり、汚れが付着しにくく、丈夫で器の艶も長く保ちます。

❷  A 越前長手盛皿	溜底黒塗	 S･S塗 	
M-4-33	 7寸	 ¥2,350 （21.5×13.5×3） 梱100

 1-680-1	 8寸	 ¥2,550 （23.8×16.8×3.3） 梱80

 1-680-2	 9寸	 ¥3,000 （26.8×18.6×3.5） 梱60

 1-680-3	 尺0寸	 ¥3,750 （29.8×21.3×3.7） 梱50

 1-680-4	 尺2寸	 ¥4,850 （35.8×25.2×4） 梱40

 1-680-5	 尺5寸	 ¥6,950 （46.5×32.5×4.1） 梱20

❸  A 越前長手盛皿	若草織部		
M-4-34	 7寸	 ¥2,800 （21.5×13.5×3） 梱100

1-680-6	 8寸	 ¥3,300 （23.8×16.8×3.3） 梱80

1-680-7	 9寸	 ¥3,900 （26.8×18.6×3.5） 梱60

1-680-8	 尺0寸	 ¥5,000 （29.8×21.3×3.7） 梱50

1-680-9	 尺2寸	 ¥6,400 （35.8×25.2×4） 梱40

1-680-10	 尺5寸	 ¥8,850 （46.5×32.5×4.1） 梱20

❹  A 越前長手盛皿	白唐津		
M-4-35	 7寸	 ¥2,850 （21.5×13.5×3） 梱100

 1-680-11	 8寸	 ¥3,400 （23.8×16.8×3.3） 梱80

 1-680-12	 9寸	 ¥4,100 （26.8×18.6×3.5） 梱60

 1-680-13	 尺0寸	 ¥5,100 （29.8×21.3×3.7） 梱50

 1-680-14	 尺2寸	 ¥6,500 （35.8×25.2×4） 梱40

 1-680-15	 尺5寸	 ¥8,850 （46.5×32.5×4.1） 梱20
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31-412越前長手盛皿　漆陶

クリーン塗 塗りの密着度が大変強く、硬質でキズ、汚れを防止します。

❶  A 越前長手盛皿	織部		
 M-4-36	 7寸	 ¥2,700 （21.5×13.5×3） 梱100

 1-681-1	 8寸	 ¥3,100 （23.8×16.8×3.3） 梱80

 1-681-2	 9寸	 ¥3,700 （26.8×18.6×3.5） 梱60

 1-681-3	 尺0寸	 ¥4,600 （29.8×21.3×3.7） 梱50

 1-681-4	 尺2寸	 ¥5,950 （35.8×25.2×4） 梱40

 1-681-5	 尺5寸	 ¥7,450 （46.5×32.5×4.1） 梱20

❷  A 越前長手盛皿	清流	クリーン塗
M-4-37	 7寸	 ¥2,850 （21.5×13.5×3） 梱100

1-681-6	 8寸	 ¥3,400 （23.8×16.8×3.3） 梱80

1-681-7	 9寸	 ¥4,100 （26.8×18.6×3.5） 梱60

1-681-8	 尺0寸	 ¥5,100 （29.8×21.3×3.7） 梱50

1-681-9	 尺2寸	 ¥6,500 （35.8×25.2×4） 梱40

1-681-10	 尺5寸	 ¥8,850 （46.5×32.5×4.1） 梱20

❸  A 越前長手盛皿	伊賀織部		
 M-4-38	 7寸	 ¥2,900 （21.5×13.5×3） 梱100

 1-681-11	 8寸	 ¥3,500 （23.8×16.8×3.3） 梱80

 1-681-12	 9寸	 ¥4,250 （26.8×18.6×3.5） 梱60

 1-681-13	 尺0寸 ¥5,300 （29.8×21.3×3.7） 梱50

 1-681-14	 尺2寸	 ¥6,550 （35.8×25.2×4） 梱40

 1-681-15	 尺5寸	 ¥8,600 （46.5×32.5×4.1） 梱20

❹  A 越前長手盛皿	黄王織部		
	M-4-39	 7寸	 ¥2,900 （21.5×13.5×3） 梱100

 1-681-16	 8寸	 ¥3,500 （23.8×16.8×3.3） 梱80

 1-681-17	 9寸	 ¥4,250 （26.8×18.6×3.5） 梱60

 1-681-18	 尺0寸	 ¥5,300 （29.8×21.3×3.7） 梱50

 1-681-19	 尺2寸	 ¥6,550 （35.8×25.2×4） 梱40

 1-681-20	 尺5寸	 ¥8,600 （46.5×32.5×4.1） 梱20
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盛込プレート

積み重ねできます。

❷  尺1寸盛込プレート白木	朱盛皿
	セット	 ¥7,850 （35.5×25.2×7） 梱10

1-695-2	 A 白木	枠のみ	 ¥4,600  梱20

1-695-2A	 A 朱	盛皿のみ	 ¥3,250 （30.7×22.3×2.5） 梱50

❸  尺1寸盛込プレート白木	黒に稲妻金箔盛皿
	セット	 ¥8,500 （35.5×25.2×7） 梱10

1-695-2	 A 白木	枠のみ	 ¥4,600  梱20

1-695-4A	 A 黒に稲妻金箔	盛皿のみ	 ¥3,900 （30.7×22.3×2.5） 梱50

❶  尺1寸盛込プレート黒刷毛目	色紙金箔盛皿	
	セット	 ¥8,500 （35.5×25.2×7） 梱10

M-11-93	 A 黒刷毛目	枠のみ	 ¥4,600  梱20

1-695-3A	 A 色紙金箔	盛皿のみS･H塗	¥3,900 （30.7×22.3×2.5） 梱50

❹  尺7寸盛込プレート木製	色紙金箔盛皿
	セット	 ¥22,500 （55.4×38.3×10.6） 梱5

1-695-5	 木黒天朱	枠のみ	 ¥13,500  梱10

1-695-5A	 M色紙金箔	盛皿のみS･H塗	 ¥9,000 （48.8×36×2.6） 梱15

❺  尺7寸盛込プレート木製	黒に稲妻金箔盛皿
	セット	 ¥22,600 （55.4×38.3×10.6） 梱5

1-695-5	 木黒天朱	枠のみ	 ¥13,500  梱10

1-695-6A	 M黒に稲妻金箔	盛皿のみ	 ¥9,100 （48.8×36×2.6） 梱15

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。
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M-10-96❶
A 四方角皿	紫檀天金
¥3,300（31.8×31.8×1.7） 梱40

M-10-97❷
A 長角四方盛皿	紫檀天金
¥4,100（42.4×30.8×1.5） 梱50

M-1-99

M-36-69

❸

❺

A 四方角皿	オーシャンパール渕黒
¥2,500（31.8×31.8×1.7） 梱40

A 四方角皿	銀雲内金雲
¥3,400（31.8×31.8×1.7） 梱40

M-2-1

M-36-70

❹

❻

A 長角四方盛皿	オーシャンパール渕黒
¥3,100（42.4×30.8×1.5） 梱50

A 長角四方盛皿		銀雲内金雲
¥3,900（42.4×30.8×1.5） 梱50

四方盛皿
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31-415大名型盛込台

1-696-2
❷ A 9寸大名型盛込台	黒渕朱		

¥1,550（27×12×2.8）梱80

1-696-1
❶ A 8寸大名型盛込台	黒渕朱		

¥1,500（24×15×2.4）梱80 1-696-3
❸ A 尺0寸大名型盛込台	黒渕朱		

¥2,400（30×18×3.2）梱40

1-696-4
❹ A 尺2寸大名型盛込台	黒渕朱		

¥3,100（36×24×3.5）梱40

1-696-5
❺ A 尺5寸大名型盛込台	黒渕朱		

¥5,000（44.5×29.6×4）梱20

1-696-6
❻ A 尺7寸大名型盛込台	黒渕朱		

¥5,800（50.5×34.1×4.2）梱15

M-11-94
❼ A 8寸大名型盛込台	溜底黒塗 S･S塗

¥2,300（24×15×2.4）梱80

M-11-95
❽ A 9寸大名型盛込台	溜底黒塗 S･S塗

¥2,500（27×12×2.8）梱80

M-11-96
❾ A 尺0寸大名型盛込台	溜底黒塗 S･S塗

¥3,650（30×18×3.2）梱40

M-11-97
� A 尺2寸大名型盛込台	溜底黒塗 S･S塗

¥4,300（36×24×3.5）梱40

M-11-98
� A 尺5寸大名型盛込台	溜底黒塗 S･S塗

¥6,200（44.5×29.6×4）梱20

M-11-99
� A 尺7寸大名型盛込台	溜底黒塗 S･S塗

¥7,700（50.5×34.1×4.2）梱15

大名型盛込台

8寸

8寸

9寸

9寸

尺 0寸

尺 0寸

尺 2寸

尺 2寸

尺 5寸

尺 5寸

尺 7寸

尺 7寸
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31-416大名型盛込台

1-697-1

Ｍ-35-27

Ｍ-35-26

❶

❼

❽

A 8寸大名型盛込台	欅木目		
¥1,800（24×15×2.4）梱80

A 8寸大名型盛込台	銀塗分		
¥2,600（24×15×2.4）梱80

A 8寸大名型盛込台	乾漆銀彩	牡丹	
¥2,500（24×15×2.4）梱80

1-697-2
❷ A 9寸大名型盛込台	欅木目		

¥1,850（27×12×2.8）梱80

1-697-3

Ｍ-35-28

Ｍ-35-29

❸

❾

�

A 尺0寸大名型盛込台	欅木目		
¥2,850（30×18×3.2）梱40

A 9寸大名型盛込台	乾漆銀彩	流水		
¥2,500（27×12×2.8）梱80

A 9寸大名型盛込台	乾漆銀彩	麻毬		
¥2,500（27×12×2.8）梱80

1-697-4
❹ A 尺2寸大名型盛込台	欅木目		
¥3,900（36×24×3.5）梱40

1-697-5
❺ A 尺5寸大名型盛込台	欅木目		
¥6,800（44.5×29.6×4）梱20

1-697-6
❻ A 尺7寸大名型盛込台	欅木目		
¥8,200（50.5×34.1×4.2）梱15

1-499-5�
A D.X9寸盛台	黒漆調塗	
¥2,900 （27.5×16.8×4）梱40

Ｍ-37-51�
A 尺0寸大名型盛込台	青銀刷毛目
¥3,400　（30×18×3.2）梱40

D.X9寸盛台

尺0寸大名型盛込台

9寸大名型盛込台8寸大名型盛込台

8寸

9寸

尺 0寸

尺 2寸

尺 5寸

尺 7寸
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31-417清流盛器・長角盛器

1-694-1
❶ M 8寸長手清流盛器		
色紙金箔渕朱	 S･H塗
¥2,550（24×14.8×3）梱50

1-694-2
❷ A（小）清流盛器		
色紙金箔渕朱	 S･H塗
¥2,800（27×22.7×3.3）梱40

1-694-3
❸ A（中）清流盛器		
色紙金箔渕朱	 S･H塗
¥3,900（35.7×29.6×4.1）梱20

1-694-4
❹ A（大）清流盛器		
色紙金箔渕朱	 S･H塗
¥6,900（45.9×38.7×4.7）梱10

M-11-84
❺ A（小）清流盛器	シルク木目		

¥3,500（27×22.7×3.3）梱40 M-11-85
❻ A（中）清流盛器	シルク木目

¥4,800（35.7×29.6×4.1）梱20 M-11-86
❼ A（大）清流盛器	シルク木目

¥7,900（45.9×38.7×4.7）梱10

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。

M-12-1❽
M尺4寸吉野長角盛器	織部		
¥7,400（43.5×23.3×4.8）梱20

M-12-2❾
M尺4寸山道長角盛器	粉引		
¥7,500（43.3×23×4.2）梱20・長手清流盛器は530頁
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31-418長角盛器・長角足付盛器

O-1-12❸
TA尺1寸長角盛器		
朱研ぎ出し
¥1,850 
（33.3×17×2.8）梱60

O-1-13❹
TA尺5寸長角盛器		
朱研ぎ出し		
¥3,000 
（44.3×23.8×2.8）梱40

O-2-49

Ｍ-36-71

❺

❶

TA尺1寸長角盛器		
根来		
¥2,200（33.3×17×2.8）梱60

TA尺1寸長角盛器		
銀黒油滴裏塗		
¥2,700（33.3×17×2.8）梱60

O-2-51

Ｍ-36-72

❻

❷

TA尺5寸長角盛器		
根来		
¥3,400（44.3×23.8×2.8）梱40

TA尺5寸長角盛器		
銀黒油滴裏塗		
¥3,800（44.3×23.8×2.8）梱40

O-1-14❼
TA尺1寸長角足付盛器		
朱研ぎ出し		
¥2,050（33.3×17×4）梱40

O-1-15❽
TA尺5寸長角足付盛器		
朱研ぎ出し		
¥3,350 
（44.3×23.8×4.7）梱30

O-2-50❾
TA尺1寸長角足付盛器	根来		
¥2,400（33.3×17×4）梱40

O-2-52�
TA尺5寸長角足付盛器		
根来		
¥3,750 
（44.3×23.8×4.7）梱30

洗浄機使用
OK!

TA マークは
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31-419 小判盛皿

❶ A 小判盛皿	朱渕黒
	1-692-1	 尺5寸	 ¥1,850 （45×32×2.5） 梱30

 1-692-2	 尺7寸	 ¥2,450 （51×36×2.5） 梱20

 1-692-3	 尺8寸	 ¥2,950 （54×38×2.5） 梱20

 1-692-4	 2尺	 ¥3,750 （60×42.5×2.5） 梱10

 1-692-5	 2尺1寸	 ¥4,250 （63×44.5×2.5） 梱10

❸ A 小判盛皿	クリーム渕グリーン柄入り	受注生産品	
	1-692-11	 尺5寸	 ¥2,450 （45×32×2.5） 梱30

 1-692-12	 尺7寸	 ¥3,300 （51×36×2.5） 梱20

 1-692-13	 尺8寸	 ¥3,750 （54×38×2.5） 梱20

 1-692-14	 2尺	 ¥4,800 （60×42.5×2.5） 梱10

 1-692-15	 2尺1寸	 ¥5,150 （63×44.5×2.5） 梱10

❷ A 小判盛皿	花梨塗	
	M-11-70	 尺5寸	 ¥3,700 （45×32×2.5） 梱30

 M-11-71	 尺7寸	 ¥4,600 （51×36×2.5） 梱20

 M-11-72	 尺8寸	 ¥5,200 （54×38×2.5） 梱20

 M-11-73	 2尺	 ¥6,300 （60×42.5×2.5） 梱10

 M-11-74	 2尺1寸	 ¥7,000 （63×44.5×2.5） 梱10

イカダ盛器

M（中）イカダ盛器	グリーン		
¥5,900 （39.7×28×4.1） 梱20

1-697-9❻

M（小）イカダ盛器	グリーン		
¥4,200 （34.5×20.5×3.7） 梱40

1-697-7❹

M（大）イカダ盛器	グリーン		
¥7,100 （49.5×30.5×4.8） 梱15

1-697-10❼
M枕	グリーン		
¥1,000 （6.8×2.9×2.8） 梱200

1-697-8❺
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31-420

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。

小判盛鉢・小判盛皿

❶ 小判盛鉢 朱天黒 （全面塗）
	1-693-1 M 7寸 ¥1,500	（21×15.8×3.7）	 梱40
	1-693-2 A 9寸 ¥1,600	（26.8×20.2×4）	 梱30
	1-693-3 A 尺1寸 ¥2,150	（33.3×25×4.2）	 梱20
	1-693-4 A 尺3寸 ¥2,750	（39.8×30×4.2）	 梱20
	1-693-5 A 尺5寸 ¥3,800	（45.8×34.3×4.5）	梱10

❷ 小判盛鉢 陶彩 S･H塗 （全面塗） 
	1-693-6 M 7寸 ¥2,400	（21×15.8×3.7）	 梱40
	1-693-7 A 9寸 ¥2,700	（26.8×20.2×4）	 梱30
	1-693-8 A 尺1寸 ¥3,750	（33.3×25×4.2）	 梱20
	1-693-9 A 尺3寸 ¥4,750	（39.8×30×4.2）	 梱20
	1-693-10 A 尺5寸 ¥6,200	（45.8×34.3×4.5）	 梱10

❸ 小判盛鉢 織部 （全面塗） 
	M-11-76 M 7寸 ¥2,500	（21×15.8×3.7）	 梱40
	M-11-77 A 9寸 ¥2,900	（26.8×20.2×4）	 梱30
	M-11-78 A 尺1寸 ¥3,850	（33.3×25×4.2）	 梱20
	M-11-79 A 尺3寸 ¥4,550	（39.8×30×4.2）	 梱20
	M-11-80 A 尺5寸 ¥6,000	（45.8×34.3×4.5）	 梱10

M-8-32❹
A 小判鉢 黒内朱天黒
	 ¥700	（10.7×8.5×2.6）梱300

M-11-75❺
A 小判鉢 吹墨
	 ¥920	（10.7×8.5×2.6）梱300

小判のぞき
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31-421 バイキング皿

 ❺  Mフローラパスタ皿	紫雲流		
 M-12-7	 尺1.5寸	 ¥4,400 （35.5×25×4） 梱40

 M-12-8	 尺4.5寸	 ¥6,100 （42×29.8×4.4） 梱20

 ❻  M小判バイキング皿	朱内色紙金箔S･H塗

 M-12-9	 尺3寸	 ¥5,500 （39×30.4×3.1） 梱40

 M-12-10	 尺5寸	 ¥6,700 （45×34.9×3.4） 梱30

M-2-82❶
M尺6寸もてなし鉢	銀雲		
¥14,000（48.3×33.3×3.8）梱10

M-12-4❷
M尺6寸もてなし鉢	曙一筆		
¥15,400（48.3×33.3×3.8）梱10

M-12-5❹
M尺2寸吉野小判大皿	チーク艶		
¥7,650（36×27.5×4.2）梱30

M-12-6❸
M尺2寸吉野小判大皿	オレンジ吹金		
¥7,200（36×27.5×4.2）梱30

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。
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31-422雲上盛器・はなはす盛器・木の葉大鉢

渕丸角皿

渕太長角盛皿

M-3-22❹
M尺0.5寸渕丸角皿	グリーン格子		
¥5,700（31.8×31.8×4.3）梱20

M-10-91❸
M尺0.5寸渕丸角皿	アクアブラウン		
¥7,000（31.8×31.8×4.3）梱20

M-3-23❺
A 渕太長角盛皿	曙		
¥3,200（37.7×27×4.1）梱20

はなはす盛皿

Aはなはす盛皿	色紙金箔天黒 S･H塗 		
¥3,300（32.4×22.2×2）梱60

M-7-92❶
A はなはす盛皿	焼杉		
¥3,800（32.4×22.2×2）梱60

M-7-93❷

M-18-10
M-18-11
M-18-12

❻ A 雲上盛器	ブロンズ刷毛目（裏黒塗）
尺3寸	 ¥5,450（39.7×29.5×4） 梱40

尺4寸	 ¥6,200（42.7×31.7×4） 梱30

尺5寸	 ¥6,750（45.5×34×4.1） 梱30

M-12-17❽
Mリーフ皿	本朱渕黒底黒塗		
¥5,400（36.8×28.6×3.7）梱20

M-12-15❼
M木の葉大鉢	織部		
¥6,200（43.3×26.5×7.2）梱20

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。
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31-423 あわび盛皿

❶ ACあわび盛皿	白パール		
 1-686-2	 のぞき	H・C塗	 ¥850	
	 	 （11×8×2.9）梱100

 1-686-4	 6寸	H・C塗	 ¥1,350	
	 	 （17.6×14×4.2）梱80

 1-686-6	 尺0寸	H・C塗	 ¥2,950	
	 	 （30×21×3.7）梱60

 1-686-8	 尺2寸	H・C塗	 ¥4,300	
	 	 （36×26.5×5）梱40

 1-686-10	尺4寸	H・C塗	 ¥5,300	
	 	 （41×32×5.5）梱30

 1-686-12	尺8寸	H・C塗	 ¥8,850	
	 	 （53.4×39.7×6.5）梱20

Ⓐ
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●Ⓒ	
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31-424あわび盛皿

❶ ACあわび盛皿	透明		

❷
A あわび盛皿	
ブルー真珠塗	クリーン塗

 1-687-13	のぞき	 ¥1,300	
	 	 （11×8×2.9）梱100

 1-687-14	 6寸	 ¥2,700 
	 	 （17.6×14×4.2）梱80

 1-687-15	尺0寸	 ¥3,800	
	 	 （30×21×3.7）梱60

 1-687-16	尺2寸	 ¥5,300	
	 	 （36×26.5×5）梱40

 1-687-17	尺4寸	 ¥6,600	
	 	 （41×32×5.5）梱30

 1-687-18	尺8寸	 ¥10,150	
	 	 （53.4×39.7×6.5）梱20

クリーン塗 塗りの密着度が大変強く、 硬質でキズ、 汚れを防止します。

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

 1-687-2	 のぞき	H・C塗	 ¥850	
	 	 （11×8×2.9）梱100

 1-687-4	 6寸	H・C塗	 ¥1,400	
	 	 （17.6×14×4.2）梱80

 1-687-6	 尺0寸	H・C塗	 ¥2,950	
	 	 （30×21×3.7）梱60

 1-687-8	 尺2寸	H・C塗	 ¥4,200	
	 	 （36×26.5×5）梱40

 1-687-10	尺4寸	H・C塗	 ¥5,450	
	 	 （41×32×5.5）梱30

 1-687-12	尺8寸	H・C塗	 ¥8,750	
	 	 （53.4×39.7×6.5）梱20

●●Ⓕ

●Ⓓ

●Ⓒ	

●Ⓐ	 ●●Ⓑ

●Ⓔ	

●Ⓛ

●Ⓚ

	●Ⓗ

●Ⓖ

●●Ⓙ

●Ⓘ

0409-0460大皿.indb   424 2019/07/08   9:36:23



大

皿

31-425クリスタル盛皿

1-681-30
❶ AC越前長手盛皿	涼一筆
7寸	 ¥2,050 （21.5×13.5×3） 梱100

8寸	 ¥2,400 （23.8×16.8×3.3） 梱801-681-31

1-681-32
❷ AC越前長手盛皿	涼一筆		
9寸	 ¥2,750 （26.8×18.6×3.5） 梱60

尺0寸	 ¥3,750 （29.8×21.3×3.7） 梱501-681-33

1-681-34
❸ AC越前長手盛皿	涼一筆		
尺2寸	 ¥5,100 （35.8×25.2×4） 梱40

尺5寸	 ¥7,550 （46.5×32.5×4.1） 梱201-681-35

M-1-54❹
AC尺2寸雄山盛器	淡雪グリーン石目塗		
¥4,150 （36×12.1×2.2）梱40

M-1-53❺
AC尺2寸雄山盛器	淡雪ブルー石目塗		
¥4,150 （36×12.1×2.2）梱40

1-687-21
❻ ACあわび盛皿	涼一筆	のぞき		

¥950（11×8×2.9）梱100 1-687-22
❼ ACあわび盛皿	涼一筆	6寸		

¥1,600（17.6×14×4.2）梱80 1-687-23
❽ ACあわび盛皿	涼一筆	尺0寸

¥3,150（30×21×3.7）梱60

1-687-24
❾ ACあわび盛皿	涼一筆	尺2寸		

¥4,600（36×26.5×5）梱40

ACあわび盛皿	涼一筆	尺4寸		
¥5,600（41×32×5.5）梱301-687-25

�
1-687-26

� ACあわび盛皿	涼一筆	尺8寸		
¥9,200（53.4×39.7×6.5）梱20

ガラスのような輝きと光沢を持ち、割れにくく、高品質な商品です。あわび盛皿

軽くて割れにくく、キズが付きにくいクリスタル盛皿
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31-426クリスタル盛皿・小鉢・盛皿

M-1-51❶
AC 大和皿 淡雪ブルー石目塗セット 

（持ち手PP）
¥3,600（16.8×16.8×16.5）梱100

M-1-52❷
AC 大和皿 淡雪グリーン石目塗セット 

（持ち手PP）
¥3,600（16.8×16.8×16.5）梱100

S-7-72❸
AC 梅小鉢 涼一筆  
¥950（9φ×4.6）梱200

C-1-62❹
AC 4寸小鉢 涼一筆  
¥1,000（11.4φ×4.3）梱200

C-1-63❺
AC 4寸千筋鉄鉢 涼一筆  
¥1,000（11.4φ×4）梱200

S-7-75❻
AC 梅小鉢 淡雪吹ダークブルー  
¥1,550（9φ×4.6）梱200

S-7-76❼
AC 舟型小鉢 淡雪吹ダークブルー  
¥1,500（10.9×8.6×4.5）梱200

S-7-77❽
AC 舟型小鉢 淡雪グリーン竹  
¥1,600（10.9×8.6×4.5）梱200

1-609-15
❾ AC 羽反焼物皿 涼一筆  

¥1,800（22×9.6×3.3）梱60 1-609-16
� AC 5.5寸色紙皿 涼一筆  

¥1,900（17φ×3.4）梱80

1-609-12
� AC 7寸風月皿 涼一筆  

¥2,150（21.5×15.8×3.3）梱60 1-609-13
� AC 九頭竜皿 涼一筆  

¥1,900（20.5×14.4×2）梱80 1-609-14
� AC 7寸焼物皿 涼一筆  

¥1,550（20.2×13.8×1.7）梱100

1-609-10
� AC 9.5寸雄山盛器 涼一筆  

¥2,600（28.3×13×3）梱60 1-609-11
� AC 尺2寸雄山盛器 涼一筆  

¥3,300（36×12.1×2.2）梱40
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31-427漆陶　 八角盛皿［陶器調塗物シリーズ］

陶器風に強化塗りを施しており、
ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえに
ワレにくく、グレードの高い商品です。
非常に効率的で経済的です。

❶ TA 八角盛皿 朱渕黒天黒  
 1-682-1 6寸 ¥1,700 （19.5×18.2×3.5）�梱60
	1-682-2 8寸 ¥2,450�（26×24.3×3.6）� 梱40
	1-682-3 尺0寸 ¥3,550�（32.5×30.2×4.1）�梱30
	1-682-4 尺1寸 ¥4,050�（35.6×33.2×4.4）�梱20
	1-682-5 尺2寸 ¥4,750�（38.8×36.1×4.5）�梱20
	1-682-6 尺3寸 ¥6,100�（42×39×4.6）� 梱10

	1-682-7 尺4寸 ¥6,850�（45.3×42.2×4.8）�梱10

❷ TA 八角盛皿 黒石目裏黒塗
Ｍ-36-97 6寸 ¥2,100 （19.5×18.2×3.5）�梱60
	Ｍ-36-98 8寸 ¥2,900�（26×24.3×3.6）� 梱40
	Ｍ-36-99 尺0寸 ¥4,000�（32.5×30.2×4.1）�梱30
	Ｍ-37-1 尺1寸 ¥4,600�（35.6×33.2×4.4）�梱20
	Ｍ-37-2 尺2寸 ¥5,300�（38.8×36.1×4.5）�梱20
	Ｍ-37-3 尺3寸 ¥6,500�（42×39×4.6）� 梱10

	Ｍ-37-4 尺4寸 ¥7,400�（45.3×42.2×4.8）�梱10

❸ TA 八角盛皿 織部  
 1-682-15 6寸 ¥2,600 （19.5×18.2×3.5）�梱60
	1-682-16 8寸 ¥3,550�（26×24.3×3.6）� 梱40
	1-682-17 尺0寸 ¥4,850�（32.5×30.2×4.1）�梱30
	1-682-18 尺1寸 ¥5,450�（35.6×33.2×4.4）�梱20
	1-682-19 尺2寸 ¥6,300�（38.8×36.1×4.5）�梱20
	1-682-20 尺3寸 ¥7,950�（42×39×4.6）� 梱10

	1-682-21 尺4寸 ¥8,900�（45.3×42.2×4.8）�梱10

洗浄機使用
OK!

TA マークは
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31-428八角盛皿　 漆陶

❷ TA 八角盛皿 白唐津  
 1-683-1 6寸 ¥2,850 （19.5×18.2×3.5）�梱60
	1-683-2 8寸 ¥3,950�（26×24.3×3.6）� 梱40
	1-683-3 尺0寸 ¥5,350�（32.5×30.2×4.1）�梱30
	1-683-4 尺1寸 ¥6,050�（35.6×33.2×4.4）�梱20
	1-683-5 尺2寸 ¥6,850�（38.8×36.1×4.5）�梱20
	1-683-6 尺3寸 ¥8,450�（42×39×4.6）� 梱10

	1-683-7 尺4寸 ¥9,350�（45.3×42.2×4.8）�梱10

❶ TA 八角盛皿 清流 クリーン塗  
 1-683-8 6寸 ¥3,150 （19.5×18.2×3.5）� 梱60
	1-683-9 8寸 ¥4,250�（26×24.3×3.6）� 梱40

	1-683-10 尺0寸  ¥5,800�（32.5×30.2×4.1）� 梱30
	1-683-11 尺1寸  ¥6,550�（35.6×33.2×4.4）� 梱20
	1-683-12 尺2寸  ¥7,450�（38.8×36.1×4.5）� 梱20
	1-683-13 尺3寸  ¥9,050�（42×39×4.6）� 梱10

	1-683-14 尺4寸 ¥10,000�（45.3×42.2×4.8）� 梱10

クリーン塗 塗りの密着度が大変強く、硬質でキズ、汚れを防止します。

洗浄機使用
OK!

TA マークは
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31-429漆陶　錦盛皿［陶器調塗物シリーズ］
陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえに
ワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。

❶ 錦盛皿 朱天黒   
 1-684-1	 TA 6寸 ¥1,500 （17.7φ×3.3）�梱80
1-684-2 A 7寸 ¥1,600�（20.8φ×3.4）�梱60
	1-684-3 A 8寸	 ¥2,200�（24φ×3.5）� 梱40

	1-684-4 A 9寸	 ¥2,550�（27φ×3.8）� 梱40

	1-684-5 A 尺0寸	 ¥3,050�（29.7φ×4.2）�梱30
	1-684-6 A 尺1寸	 ¥3,550�（33.4φ×4.4）�梱20
	1-684-7 A 尺2寸	 ¥3,950�（36φ×4.9）� 梱20

	1-684-8 A 尺3寸	 ¥4,400�（39.3φ×4.7）�梱20
	1-684-9 A 尺4寸	 ¥5,700�（42.3φ×4.8）�梱10
	1-684-10 A 尺5寸	 ¥6,200�（45.3φ×4.8）�梱10

❷ 錦盛皿 青磁   
1-685-41 TA 6寸 ¥1,600 （17.7φ×3.3）�梱80
	1-685-42 A 7寸 ¥1,900�（20.8φ×3.4）�梱60
	1-685-43 A 8寸	 ¥2,500�（24φ×3.5）� 梱40

	1-685-44 A 9寸	 ¥3,050�（27φ×3.8）� 梱40

	1-685-45 A 尺0寸	 ¥3,500�（29.7φ×4.2）�梱30
	1-685-46 A 尺1寸	 ¥4,100�（33.4φ×4.4）�梱20
	1-685-47 A 尺2寸	 ¥4,650�（36φ×4.9）� 梱20

	1-685-48 A 尺3寸	 ¥5,200�（39.3φ×4.7）�梱20
	1-685-49 A 尺4寸	 ¥6,600�（42.3φ×4.8）�梱10
	1-685-50 A 尺5寸	 ¥7,250�（45.3φ×4.8）�梱10

❸ 錦盛皿 ブルー真珠塗 クリーン塗

 1-684-11 TA 6寸 ¥1,900 （17.7φ×3.3）�梱80
	1-684-12 A 7寸 ¥2,000�（20.8φ×3.4）�梱60
	1-684-13 A 8寸	 ¥2,750�（24φ×3.5）� 梱40

	1-684-14 A 9寸	 ¥3,200�（27φ×3.8）� 梱40

	1-684-15 A 尺0寸	 ¥3,650�（29.7φ×4.2）�梱30
	1-684-16 A 尺1寸	 ¥4,300�（33.4φ×4.4）�梱20
	1-684-17 A 尺2寸	 ¥4,750�（36φ×4.9）� 梱20

	1-684-18 A 尺3寸	 ¥5,350�（39.3φ×4.7）�梱20
	1-684-19 A 尺4寸	 ¥6,850�（42.3φ×4.8）�梱10
	1-684-20 A 尺5寸	 ¥7,850�（45.3φ×4.8）�梱10

❹ 錦盛皿 アクアブラウン  
 1-684-21 TA 6寸 ¥2,250 （17.7φ×3.3）�梱80
	1-684-22 A 7寸 ¥2,650�（20.8φ×3.4）�梱60
	1-684-23 A 8寸	 ¥3,200�（24φ×3.5）� 梱40

	1-684-24 A 9寸	 ¥3,600�（27φ×3.8）� 梱40

	1-684-25 A 尺0寸	 ¥4,100�（29.7φ×4.2）�梱30
	1-684-26 A 尺1寸	 ¥4,800�（33.4φ×4.4）�梱20
	1-684-27 A 尺2寸	 ¥5,300�（36φ×4.9）� 梱20

	1-684-28 A 尺3寸	 ¥5,850�（39.3φ×4.7）�梱20
	1-684-29 A 尺4寸	 ¥7,350�（42.3φ×4.8）�梱10
	1-684-30 A 尺5寸	 ¥8,100�（45.3φ×4.8）�梱10

洗浄機使用
OK!

TA マークは

クリーン塗 塗りの密着度が大変強く、硬質でキズ、汚れを防止します。
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31-430錦盛皿　漆陶

❷ 錦盛皿 清流塗   
 1-685-1 TA 6寸 ¥2,200 （17.7φ×3.3）�梱80
	1-685-2 A 7寸 ¥2,450�（20.8φ×3.4）�梱60
	1-685-3 A 8寸	 ¥3,100�（24φ×3.5）� 梱40

	1-685-4 A 9寸	 ¥3,900�（27φ×3.8）� 梱40

	1-685-5 A 尺0寸	 ¥4,450�（29.7φ×4.2）�梱30
	1-685-6 A 尺1寸	 ¥5,100�（33.4φ×4.4）�梱20
	1-685-7 A 尺2寸	 ¥5,750�（36φ×4.9）� 梱20

	1-685-8 A 尺3寸	 ¥6,550�（39.3φ×4.7）�梱20
	1-685-9 A 尺4寸	 ¥7,700�（42.3φ×4.8）�梱10
	1-685-10 A 尺5寸	 ¥8,000�（45.3φ×4.8）�梱10

❸ 錦盛皿 肥前織部  
 1-685-11 TA 6寸 ¥2,250�（17.7φ×3.3）�梱80
	1-685-12 A 7寸 ¥2,500�（20.8φ×3.4）�梱60
	1-685-13 A 8寸	 ¥3,200�（24φ×3.5）� 梱40

	1-685-14 A 9寸	 ¥4,000�（27φ×3.8）� 梱40

	1-685-15 A 尺0寸	 ¥4,600�（29.7φ×4.2）�梱30
	1-685-16 A 尺1寸	 ¥5,400�（33.4φ×4.4）�梱20
	1-685-17 A 尺2寸	 ¥5,950�（36φ×4.9）� 梱20

	1-685-18 A 尺3寸	 ¥6,750�（39.3φ×4.7）�梱20
	1-685-19 A 尺4寸	 ¥8,100�（42.3φ×4.8）�梱10
	1-685-20 A 尺5寸	 ¥8,600�（45.3φ×4.8）�梱10

❶ 錦盛皿 アートウッド 
	Ｍ-36-73 A 尺0寸	 ¥4,500�（29.7φ×4.2）�梱30
	Ｍ-36-74 A 尺1寸	 ¥4,900�（33.4φ×4.4）�梱20
	Ｍ-36-75 A 尺2寸	 ¥5,600�（36φ×4.9）� 梱20
	Ｍ-36-76 A 尺3寸	 ¥6,300�（39.3φ×4.7）�梱20
	Ｍ-36-77 A 尺4寸	 ¥7,900�（42.3φ×4.8）�梱10
	Ｍ-36-78 A 尺5寸	 ¥8,600�（45.3φ×4.8）�梱10

1-510-4❹
A D.Xタイコ型のぞき 黒内朱 
 ¥490（9.5φ×2.5）梱200

1-510-5❺
A D.Xタイコ型のぞき クリーム内朱
¥550（9.5φ×2.5）梱200

1-510-7❻
A D.Xタイコ型のぞき 青磁  
¥700（9.5φ×2.5）梱200

1-510-8❼
A D.Xタイコ型のぞき 若草織部  
¥800（9.5φ×2.5）梱200

1-510-9❽
A D.Xタイコ型のぞき 織部
¥800（9.5φ×2.5）梱200

洗浄機使用
OK!

TA マークは
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31-431漆陶　錦盛皿［陶器調塗物シリーズ］

❶ 錦盛皿 茶天目  
	M-11-9 TA 6寸 ¥1,700 （17.7φ×3.3）�梱80
	M-11-10 A 7寸 ¥1,850�（20.8φ×3.4）�梱60
	M-11-11 A 8寸	 ¥2,500�（24φ×3.5）� 梱40
	M-11-12 A 9寸	 ¥3,250�（27φ×3.8）� 梱40
	M-11-13 A 尺0寸	 ¥3,650�（29.7φ×4.2）�梱30
	M-11-14 A 尺1寸	 ¥4,400�（33.4φ×4.4）�梱20
	M-11-15 A 尺2寸	 ¥5,250�（36φ×4.9）� 梱20
	M-11-16 A 尺3寸	 ¥6,100�（39.3φ×4.7）�梱20
	M-11-17 A 尺4寸	 ¥8,050�（42.3φ×4.8）�梱10
	M-11-18 A 尺5寸	 ¥8,400�（45.3φ×4.8）�梱10

❷ 錦盛皿 黒内色紙金箔 S･H塗   
 M-11-19 TA 6寸 ¥2,300 （17.7φ×3.3）� 梱80
	M-11-20 A 7寸 ¥2,550�（20.8φ×3.4）� 梱60
	M-11-21 A 8寸	 ¥3,200�（24φ×3.5）� 梱40

	M-11-22 A 9寸	 ¥3,950�（27φ×3.8）� 梱40

	M-11-23 A 尺0寸	 ¥4,550�（29.7φ×4.2）� 梱30
	M-11-24 A 尺1寸	 ¥5,200�（33.4φ×4.4）� 梱20
	M-11-25 A 尺2寸	 ¥5,750�（36φ×4.9）� 梱20

	M-11-26 A 尺3寸	 ¥6,700�（39.3φ×4.7）� 梱20
	M-11-27 A 尺4寸	 ¥7,850�（42.3φ×4.8）� 梱10
	M-11-28 A 尺5寸	 ¥8,400�（45.3φ×4.8）� 梱10

❸ 錦盛皿 銀メタ  
 M-11-29 TA 6寸 ¥2,400 （17.7φ×3.3）� 梱80
	M-11-30 A 7寸 ¥3,000�（20.8φ×3.4）� 梱60
	M-11-31 A 8寸	 ¥3,700�（24φ×3.5）� 梱40

	M-11-32 A 9寸	 ¥4,250�（27φ×3.8）� 梱40

	M-11-33 A 尺0寸	 ¥4,850�（29.7φ×4.2）� 梱30
	M-11-34 A 尺1寸	 ¥5,900�（33.4φ×4.4）� 梱20
	M-11-35 A 尺2寸	 ¥6,850�（36φ×4.9）� 梱20

	M-11-36 A 尺3寸	 ¥8,100�（39.3φ×4.7）� 梱20
	M-11-37 A 尺4寸	 ¥9,750�（42.3φ×4.8）� 梱10
	M-11-38 A 尺5寸	 ¥11,400�（45.3φ×4.8）� 梱10

洗浄機使用
OK!

TA マークは

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。

バイキング用スタンド

M-8-69

M-8-70

❹ 木 六角台 黒塗  
（大） ¥6,800 
（30×26×14.6）�梱10
（中） ¥6,200 
（20×16×14.6）� 梱10

❺
	M-8-71   尺4寸用 ¥5,400 （35.6×35.6×10）厚み1.2� 梱10
	M-8-72   尺3寸用 ¥5,000 （29.8×29.8×10）� 梱10

	M-8-73   尺2寸用 ¥4,600 （24×24×10）� 梱10

木 十字脚 黒塗  

（大）は尺3寸、尺4寸用�
（中）は尺2寸用
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31-432

	 	   A 渦潮皿 ヒワグリーン
 M-18-18 7寸	 ¥2,300 （21φ×3.6） 梱60
 M-18-19 8寸	 ¥3,000 （24.2φ×3.8） 梱40
 M-18-20 9寸	 ¥4,100 （27.2φ×3.9） 梱40
 M-18-21 尺1寸	 ¥5,650 （33.3φ×4.4） 梱20
 M-18-22 尺3寸	 ¥7,400 （39.4φ×5） 梱20
 M-18-23 尺5寸	¥10,500 （45.5φ×5.5） 梱10

渦潮皿・寿盛器

❶

    A 渦潮皿 黒油滴
 M-18-24 7寸	 ¥2,500 （21φ×3.6） 梱60
 M-18-25 8寸	 ¥3,100 （24.2φ×3.8） 梱40
 M-18-26 9寸	 ¥4,100 （27.2φ×3.9） 梱40
 M-18-27 尺1寸	 ¥5,700 （33.3φ×4.4） 梱20
 M-18-28 尺3寸	 ¥7,300 （39.4φ×5） 梱20
 M-18-29 尺5寸	¥10,500 （45.5φ×5.5） 梱10

❷

❸ A 寿盛器 朱天黒   
 M-11-39 　8寸 ¥2,100 （24φ×5.5）� 梱40
	M-11-40 尺0寸	 ¥3,100�（29.3φ×5.5）�梱30
	M-11-41 尺1寸	 ¥3,600�（32.7φ×6）� 梱20
	M-11-42 尺2寸	 ¥4,200�（35.8φ×6.3）�梱20
	M-11-43 尺3寸	 ¥4,750�（38.6φ×6.5）�梱20
	M-11-44 尺4寸	 ¥5,800�（41.6φ×6.6）�梱10
	M-11-45 尺6寸	 ¥7,700�（49φ×7）� 梱10

❹ A 寿盛器 織部   
 M-11-46 　8寸 ¥2,900 （24φ×5.5）� 梱40
	M-11-47 尺0寸	 ¥4,000�（29.3φ×5.5）�梱30
	M-11-48 尺1寸	 ¥4,700�（32.7φ×6）� 梱20
	M-11-49 尺2寸	 ¥5,500�（35.8φ×6.3）�梱20
	M-11-50 尺3寸	 ¥6,100�（38.6φ×6.5）�梱20
	M-11-51 尺4寸	 ¥7,600�（41.6φ×6.6）�梱10
	M-11-52 尺6寸	 ¥9,800�（49φ×7）� 梱10
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31-433 	（ABS）石目皿	（全面シボ加工）・網代皿

M-20-27
M-20-28
M-20-29

❷ A 網代皿 黒
5寸
6寸
7寸

¥500
¥600
¥650

（15φ×2）

（18φ×2.4）

（20.9φ×2.8）

M-20-15
M-20-16
M-20-17
M-19-84
M-19-85
M-19-86
M-19-87
M-19-88
M-20-61

❶ A 石目皿 黒
5寸
6寸
7寸
8寸
9寸
尺0寸
尺1寸
尺2寸
尺3寸

¥500
¥600
¥650
¥700
¥900

¥1,000
¥1,300
¥1,550
¥1,750

（15φ×2）

（18φ×2.4）

（20.9φ×2.8）

（24φ×3.3）

（27φ×3.8）

（30φ×4）

（33φ×4.4）

（36φ×4.8）

（39φ×5.2）
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31-434	（PＳ）石目皿	（全面シボ加工）

M-20-18
M-20-19
M-20-20
M-19-89
M-19-90
M-19-91
M-19-92
M-19-93
M-20-62

❶ PS 石目皿 白
5寸
6寸
7寸
8寸
9寸
尺0寸
尺1寸
尺2寸
尺3寸

¥600
¥700
¥750
¥800

¥1,000
¥1,100
¥1,400
¥1,650
¥1,850

（15φ×2）

（18φ×2.4）

（20.9φ×2.8）

（24φ×3.3）

（27φ×3.8）

（30φ×4）

（33φ×4.4）

（36φ×4.8）

（39φ×5.2）

M-20-21
M-20-22
M-20-23
M-20-10
M-20-11
M-20-12
M-20-13
M-20-14
M-20-63

❷ PS 石目皿 緑
5寸
6寸
7寸
8寸
9寸
尺0寸
尺1寸
尺2寸
尺3寸

¥600
¥700
¥750
¥800

¥1,000
¥1,100
¥1,400
¥1,650
¥1,850

（15φ×2）

（18φ×2.4）

（20.9φ×2.8）

（24φ×3.3）

（27φ×3.8）

（30φ×4）

（33φ×4.4）

（36φ×4.8）

（39φ×5.2）

M-20-24
M-20-25
M-20-26
M-20-5
M-20-6
M-20-7
M-20-8
M-20-9
M-20-64

❸ PS 石目皿 透明
5寸
6寸
7寸
8寸
9寸
尺0寸
尺1寸
尺2寸
尺3寸

¥550
¥650
¥700
¥750
¥950

¥1,050
¥1,350
¥1,600
¥1,800

（15φ×2）

（18φ×2.4）

（20.9φ×2.8）

（24φ×3.3）

（27φ×3.8）

（30φ×4）

（33φ×4.4）

（36φ×4.8）

（39φ×5.2）
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31-435一休鉢

写真の商品は、尺3寸外黒内朱を使用しています。

写真の商品は、尺2寸色紙金箔渕朱を使用しています。

A 一休鉢 外黒内朱   
 1-464-1 7寸 ¥1,050�（21.2φ×3.4）�梱80
	1-464-2 8寸  ¥1,380�（24.3φ×3.8）�梱60
	1-464-3 9寸 ¥1,930�（27.4φ×4.3）�梱40
	1-464-4 尺0寸 ¥2,230�（30.4φ×4.7）�梱40
	1-464-5 尺1寸 ¥2,850�（33.2φ×5.2）�梱30
	1-464-6 尺2寸 ¥4,200�（36.2φ×5.6）�梱20
	1-464-7 尺3寸 ¥4,350�（39.2φ×6.1）�梱20
 1-464-8 タレ入れ ¥400�（9φ×1.6）� 梱200

❸❷ A 一休鉢 欅木目   A 一休鉢 一筆銀石目
 1-464-25 7寸 ¥1,600�（21.2φ×3.4）�梱80
	1-464-26 8寸  ¥2,100�（24.3φ×3.8）�梱60
	1-464-27 9寸 ¥2,850�（27.4φ×4.3）�梱40
	1-464-28 尺0寸 ¥3,300�（30.4φ×4.7）�梱40
	1-464-29 尺1寸 ¥4,000�（33.2φ×5.2）�梱30
	1-464-30 尺2寸 ¥5,350�（36.2φ×5.6）�梱20
	1-464-31 尺3寸 ¥6,100�（39.2φ×6.1）�梱20
 1-464-32 タレ入れ ¥750�（9φ×1.6）� 梱200

 Ｍ-36-79 7寸 ¥1,600 （21.2φ×3.4）� 梱80
 Ｍ-36-80 8寸 ¥1,800 （24.3φ×3.8）� 梱60
 Ｍ-36-81 9寸 ¥2,200 （27.4φ×4.3）� 梱40
 Ｍ-36-82 尺0寸 ¥2,600 （30.4φ×4.7）� 梱40
 Ｍ-36-83 尺1寸 ¥3,100 （33.2φ×5.2）� 梱30
 Ｍ-36-84 尺2寸 ¥3,700 （36.2φ×5.6）� 梱20
 Ｍ-36-85 尺3寸 ¥4,800 （39.2φ×6.1）� 梱20

❶
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31-436一休鉢・目皿

❸ A 一休鉢 清流天金   
 1-464-41 7寸 ¥3,200�（21.2φ×3.4）�梱80
	1-464-42 8寸 ¥3,500�（24.3φ×3.8）�梱60
	1-464-43 9寸 ¥4,700�（27.4φ×4.3）�梱40
	1-464-44 尺0寸 ¥6,200�（30.4φ×4.7）�梱40
	1-464-45 尺1寸 ¥7,400�（33.2φ×5.2）�梱30
	1-464-46 尺2寸 ¥8,400�（36.2φ×5.6）�梱20
	1-464-47 尺3寸 ¥10,300�（39.2φ×6.1）�梱20
 1-464-48 タレ入れ ¥950�（9φ×1.6）� 梱200

❶ A 一休鉢 花梨塗   
 1-464-17 7寸 ¥1,450�（21.2φ×3.4）�梱80
	1-464-18 8寸 ¥1,950�（24.3φ×3.8）�梱60
	1-464-19 9寸 ¥2,650�（27.4φ×4.3）�梱40
	1-464-20 尺0寸 ¥3,200�（30.4φ×4.7）�梱40
	1-464-21 尺1寸 ¥3,900�（33.2φ×5.2）�梱30
	1-464-22 尺2寸 ¥5,100�（36.2φ×5.6）�梱20
	1-464-23 尺3寸 ¥5,850�（39.2φ×6.1）�梱20
 1-464-24 タレ入れ白木塗 ¥500�（9φ×1.6）� 梱200

1-706-1A AP 17.5φ目皿 ¥500 （17.5φ）�梱200
1-706-2A AP 18.5φ目皿 ¥780 （18.5φ）�梱200
1-706-3A AP 22.3φ目皿 ¥1,350 （22.3φ）�梱120
1-706-4A AP 24.2φ目皿 ¥1,550 （24.2φ）�梱80
1-706-5A AP 26.7φ目皿 ¥1,800 （26.7φ）�梱60
1-706-7A AP 35φ目皿 ¥3,100 （35φ）� 梱40

❷ A 一休鉢 色紙金箔渕朱 S･H塗

 1-464-33 7寸 ¥1,830�（21.2φ×3.4）�梱80
	1-464-34 8寸 ¥2,250�（24.3φ×3.8）�梱60
	1-464-35 9寸 ¥2,800�（27.4φ×4.3）�梱40
	1-464-36 尺0寸 ¥3,250�（30.4φ×4.7）�梱40
	1-464-37 尺1寸 ¥3,900�（33.2φ×5.2）�梱30
	1-464-38 尺2寸 ¥5,350�（36.2φ×5.6）�梱20
	1-464-39 尺3寸 ¥5,750�（39.2φ×6.1）�梱20
 1-464-40 タレ入れ ¥900�（9φ×1.6）� 梱200

❹

S-7-29❺
PP PP目皿 26φグリーン  
¥550（26φ）

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。
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31-437多用高台皿・菊皿・D.X尺3寸百万石盛込

❶ A 多用高台皿 朱渕黒

❷ A 多用高台皿 天目 S･H塗 受注生産品

 1-690-12 7寸 ¥1,250�（19.7φ×3.3）�梱100
	1-690-13 8寸 ¥1,550�（22.6φ×3.9）�梱100
	1-690-14 9寸 ¥1,850�（25.8φ×4.1）�梱80
	1-690-15 尺0寸 ¥2,250�（28.9φ×4.6）�梱50
	1-690-16 尺1寸 ¥2,650�（31.8φ×4.8）�梱40
	1-690-17 尺2寸 ¥3,300�（34.8φ×4.8）�梱30

 1-690-1 7寸 ¥800�（19.7φ×3.3）�梱100
	1-690-2 8寸 ¥1,000�（22.6φ×3.9）�梱100
	1-690-3 9寸 ¥1,250�（25.8φ×4.1）�梱80
	1-690-4 尺0寸 ¥1,500�（28.9φ×4.6）�梱50
	1-690-5 尺1寸 ¥1,750�（31.8φ×4.8）�梱40
	1-690-6 尺2寸 ¥2,200�（34.8φ×4.8）�梱30
	1-690-7 尺3寸 ¥2,700�（37.9φ×5.2）�梱30
	1-690-8 尺5寸 ¥3,600�（44φ×5.5）� 梱20
	1-690-9 尺6寸 ¥4,400�（47.2φ×5.5）�梱20
	1-690-10 尺7寸 ¥5,200�（50.3φ×5.6）�梱20
	1-690-11 2尺 ¥6,750�（59.3φ×5.9）�梱10

S･H塗
表面が硬質でキズ、
汚れを防止します。

1-691-8❸
M 尺3寸菊皿 黒内朱
¥4,400（40.3φ×5）梱20

1-691-9❹
M 尺3寸菊皿 清流塗
¥5,700（40.3φ×5）梱20

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。

A D.X尺3寸百万石盛込 
朱内色紙金箔 S･H塗   

¥8,850（39φ×8.7）梱10

O-3-58❻
A D.X尺3寸百万石盛込 

黒内色紙金箔 S･H塗  
¥8,850（39φ×8.7）梱10

1-465-19❺

底が上がっていますので、料理をより豪華に引立てます。

	1-690-18 尺3寸 ¥3,800�（37.9φ×5.2）�梱30
	1-690-19 尺5寸 ¥4,900�（44φ×5.5）� 梱20
	1-690-20 尺6寸 ¥5,700�（47.2φ×5.5）�梱20
	1-690-21 尺7寸 ¥6,600�（50.3φ×5.6）�梱20
	1-690-22 2尺 ¥8,000�（59.3φ×5.9）�梱10
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31-438乱筋木目高台皿・ドラ鉢・丸深鉢・渦丸深鉢・そば鉢盛器・盛込鉢

M-18-30
❼ M 尺1寸 渦丸深鉢 黒油滴 

¥7,400（33φ×7.4）梱20

M-11-53❸
M 尺3寸ドラ鉢 アクアブラウン
¥6,200（39.4φ×6.8）梱20

1-691-7❹
M 尺3寸ドラ鉢 花梨塗
¥7,100（39.4φ×6.8）梱20

❽ Mそば鉢盛器 黒内朱 
1-562-9 尺6寸 ¥22,000（48.1φ×10.8）梱4
1-562-11 尺8寸 ¥26,000（54φ×11） 梱3

❾ 木そば鉢盛器用 木製目皿 
1-699-9 尺6寸用 ¥12,000（40.7φ×6.5） 梱10

1-699-10 尺8寸用 ¥13,500（47φ×6.5） 梱10

そば鉢盛器 盛込鉢

尺 3 寸丸深鉢

木 尺3寸丸深鉢用 目皿（脚付）  
¥6,500 （27φ×2.5）梱10

M-12-20❻

M 尺7寸盛込鉢 白木天黒 受注生産品 
¥27,500 （51φ×11）梱4

M-25-95�

M 尺7寸盛込鉢 総白塗
 受注生産品 
¥29,000 （51φ×11）梱4

M-25-96�

A 尺3寸丸深鉢 溜  
¥6,650 （39.5φ×9.6）梱10

M-12-19❺

渦丸深鉢

M-34-38❶
A 尺2寸乱筋木目高台皿 曙裏黒
¥3,300（36φ×3.8）梱50

M-34-39❷
A 尺2寸乱筋木目高台皿 栃裏黒
¥2,400（36φ×3.8）梱50
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31-439盛込桶・丸桶・桶鉢・目皿

A D.X7.5寸盛込桶  
朱帯黒内黒塗 
¥3,000（22.8φ×7.9）梱30

M-14-81❷

A D.X尺0寸盛込桶  
朱帯黒内黒塗 
¥4,550（30φ×8.5）梱20

M-14-82❺

A D.X7.5寸盛込桶  
白木帯金内黒塗 
¥3,200（22.8φ×7.9）梱30

M-14-31❸

A D.X尺0寸盛込桶  
白木帯金内黒塗 
¥4,900（30φ×8.5）梱20

M-14-33❻

A D.X7.5寸盛込桶  
紫檀帯金 
¥3,950（22.8φ×7.9）梱30

O-5-22❹

A D.X尺0寸盛込桶  
紫檀帯金 
¥6,200（30φ×8.5）梱20

O-5-24❼
O-5-23
❽ A D.X7.5寸盛込桶用 

目皿 クリーム 
¥1,000（19.6φ×2）

O-5-25
❾ A D.X尺0寸盛込桶用 

目皿 クリーム 
¥1,500（26.5φ×2）

M-14-32
� A D.X7.5寸盛込桶用 

目皿 白木塗 
¥1,150（19.6φ×2）

M-14-34
� A D.X尺0寸盛込桶用 

目皿 白木塗 
¥1,900（26.5φ×2）

富士型桶

M-2-43
� M 尺2寸丸桶 白木塗

¥6,700（36.5φ×7）梱20 1-474-6
� 木 33.7φ目皿

¥6,000（33.7φ×1.3）梱20

M-2-42
� M 尺0寸丸桶 白木塗（目皿別売）

¥4,700（30φ×6.7）梱30

S-7-29�
P.P P.P目皿 26φグリーン
	¥550（26φ）

1-706-5A�
A.P  26.7φ目皿
¥1,800（26.7φ×0.6）梱60

	A D.X富士型桶 紫檀帯金 底黒塗❶
	O-2-32 7寸  ¥2,500 （22φ×5.5）� 梱60

 O-2-33 8寸 ¥3,600 （25φ×6）� 梱40

 O-2-34 9寸 ¥4,450 （28φ×6）� 梱20

 O-2-35 尺0寸 ¥5,200 （31φ×6）� 梱20

 O-2-36 尺1寸 ¥6,200 （34φ×6）� 梱20

 O-2-37 尺2寸 ¥7,400 （37φ×6.2）� 梱20

 O-2-38 尺3寸 ¥8,300 （40φ×6.3）� 梱20

 O-2-39 尺4寸 ¥9,600 （43.5φ×6.6）� 梱10
 O-2-40 尺5寸 ¥10,600 （46.5φ×7）� 梱10

 O-2-41 尺7寸 ¥13,500 （52.3φ×7.6）� 梱10

◦尺0寸丸桶を使用しています。

丸桶

����
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31-440桶鉢・手提鉢・布目こね鉢
桶鉢

1-706-5A❸
AP 26.7φ 目皿
¥1,800（26.7φ×0.6）梱60

1-706-3A❻
AP 22.3φ 目皿
¥1,350（22.3φ×0.6）梱■

積み重ね可能です。

	 ❷	 A 尺0寸桶鉢 白木帯金
M-12-13 本体 ¥3,600 （29.6φ×8.8）�梱20
M-12-14 蓋　 ¥1,950 （29.7φ×1.7）�梱60

	 ❶	 A 尺0寸桶鉢 黒帯朱
M-12-11 本体 ¥3,000 （29.6φ×8.8）�梱20
M-12-12 蓋　 ¥1,350 （29.7φ×1.7）�梱60

D.X手提鉢

	 ❼ A D.X手提鉢 黒内朱  
	1-698-19 本体 ¥6,300 （27φ×20.8）�梱10
	1-706-3A AP スノ子 ¥1,350 （22.3φ）� 梱120

❽❽ A D.X手提鉢 白木  
	1-698-20 本体 ¥6,900 （27φ×20.8）�梱10
	1-706-3A AP スノ子 ¥1,350 （22.3φ）� 梱120

1-546-39
� A 9寸渕布目こね鉢 黒木目内朱 

¥2,300（26.3φ×8.3）梱20

S-8-91
� A 尺0.5寸渕布目こね鉢 黒木目内朱 

¥4,000（31.2φ×8.4）梱10

S-8-92
� A 尺2寸渕布目こね鉢 黒木目内朱 

¥5,600（36φ×9.6）梱10

S-9-43
❾ A 9寸こね鉢 黒内朱 

¥2,300（26.3φ×8.3）梱20

1-562-5
� A 尺0.5寸こね鉢 黒内朱 

¥4,000（31.1φ×8.3）梱10

1-562-31
� A 尺2寸こね鉢 黒内朱 

¥5,600（36φ×9.6）梱10

	 ❹	 A 8寸麺鉢 白木帯金内朱
S-10-78 本体 ¥3,000 （25φ×9.5）� 梱40

	 ❹	 A 8寸麺鉢 黒帯朱内朱
S-10-77 本体 ¥2,700 （25φ×9.5）� 梱40
M-37-47 蓋 黒 ¥900 （25φ×2）� 梱100
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31-441ダイヤ盛器・菱型盛込器・松葉盛器 洗浄機使用
OK!

TA マークは

	1-465-1 7寸 ¥2,700�（22×19×5.7）� 梱60

	1-465-2	 8寸 ¥3,100 （25×21.2×5.8）� 梱40
	1-465-3 尺0寸 ¥3,750�（31.3×27.2×5.8）� 梱20
	1-465-4 尺2寸 ¥9,350�（38.3×32.5×7.2）� 梱20

積
み
重
ね
可
能
で
す
。

1-698-18❹
陶8寸用陶板 流水 有田焼

¥7,300（20×18.2×1）梱40
限定品

❷	 A ダイヤ盛器 溜刷毛目内黒
 1-465-90 7寸 ¥2,850 （22×19×5.7）� 梱60

 1-465-10 8寸 ¥3,350� （25×21.2×5.8）� 梱40
 1-465-11 尺0寸 ¥4,100� （31.3×27.2×5.8）�梱20
 1-465-12 尺2寸 ¥9,600� （38.3×32.5×7.2）�梱20

❸ A ダイヤ盛器 アクアブラウン
 1-465-13 7寸 ¥3,400 （22×19×5.7）� 梱60
 1-465-14 8寸 ¥3,850 （25×21.2×5.8）�梱40
 1-465-15 尺0寸 ¥4,900 （31.3×27.2×5.8）�梱20
 1-465-16 尺2寸 ¥11,600 （38.3×32.5×7.2）�梱20

ダイヤ盛器

限定品  在庫を確認の上、ご注文下さい。

	1-465-5 木 目皿 7寸用 ¥3,600�（17.2×15×1.5）
	1-465-6 木 目皿 8寸用 ¥4,100�（20×17.5×1.5）
	1-465-7 木 目皿 尺0寸用 ¥4,800�（26.2×23×1.5）
	1-465-8 木 目皿 尺2寸用�¥5,700�（31×26.7×1.5）

1-652-3
❺ A（小）菱型盛込器 色紙金箔渕朱 S･H塗

¥2,900（36×24×3.8）梱40 1-652-4
❻ A（大）菱型盛込器 色紙金箔渕朱	 S･H塗

¥4,600（45.5×30.5×4）梱20

S･H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。

❼ 松葉盛器 黒天朱（目皿別売）  
1-699-1 A（小）本体 ¥3,450（40×23.5×7）梱20
1-699-1A 木（小）用目皿 ¥3,950 梱40

1-699-2 A（中）本体 ¥9,000（57×34×8.5）梱10
1-699-2A 木（中）用目皿 ¥5,500 梱20

1-699-3 A（大）本体 ¥12,400（77×45.5×10）梱5
1-699-3A 木（大）用目皿 ¥7,400 梱10

❽ 松葉盛器 青梨地 大波（目皿別売）
1-699-4 A（小）本体 ¥4,350（40×23.5×7）梱20
1-699-1A 木（小）用目皿 ¥3,950 梱40

1-699-5 A（中）本体 ¥10,000（57×34×8.5）梱10
1-699-2A 木（中）用目皿 ¥5,500 梱20

1-699-6 A（大）本体 ¥13,800（77×45.5×10）梱5
1-699-3A 木（大）用目皿 ¥7,400 梱10

松葉盛器

菱型盛込器

❶ 	 A ダイヤ盛器 黒刷毛目内朱（目皿別）
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31-442魚盛器・鯛盛器・扇面盛込器・徳川盛器

鯛は、本体・蓋・中皿の3つに別れます。

鯛盛器 魚盛器料理盛込を、豪華に演出します。

A 2尺4寸鯛盛器	金銀パール	
¥26,000（72×37×23）梱3
受注生産品

1-701-4❸
A 1人用鯛盛器	
ぼかし梨地		中皿付セット
¥6,000（32×17×10）梱40

1-701-3❹

A 1人用魚盛器	
黒銀ぼかし	中皿黒付
¥6,850（32×17×10）梱40

M-37-50❷

S・H塗 表面が硬質でキズ、汚れを防止します。

1-700-3❼
A 扇面盛込器	三本雲（中）		
¥4,000（52×30.5×4.1）梱20

1-700-5❻
A 扇面盛込器	色紙金箔渕朱（中）S･H塗
¥5,900（52×30.5×4.1）梱20

1-677-26�
A 扇面付出し皿	
朱		
¥1,150（20.8×
13.5×4.8）梱100

1-677-27�
A 扇面付出し皿	
梨地		
¥1,350（20.8×
13.5×4.8）梱100

1-510-13❾
A 扇面タレ入れ	
朱		
¥650（13.3×8.7×
2.5）梱200

1-510-14�
A 扇面タレ入れ	
梨地		
¥750（13.3×8.7×
2.5）梱200

1-700-2❺
A 扇面盛込器	色紙金箔渕朱（小）S･H塗
¥4,300（40.7×24×3.5）梱60

扇面盛込器

❽ A 扇面盛込器	色紙金箔渕朱（大）S･H塗
¥8,500（61×36×5.5）梱101-700-6

1-694-6
� A 徳川盛器	色紙金箔天朱	 S･H塗 	

¥5,000（56×29.8×4.8）梱201-694-5
� A 徳川盛器	アクアブラウン		

¥4,100（56×29.8×4.8）梱20

徳川盛器 会席盆として、またお料理の盛り込みとして非常に便利です。

A 2尺4寸魚盛器	
黒銀ぼかし

¥24,000（72×37×23）梱3
（ヒレ付き）

M-37-49❶

受注生産品
ヒレは取り離せます。

0409-0460大皿.indb   442 2019/07/08   9:55:31



盛

器

31-443朱大盃盛器

❶ M朱大盃盛器（目皿別売）	
1-706-1 M 7寸 ¥2,400（21φ×7.2） 梱60 1-706-1A AP目皿 ¥500（17.5φ） 梱200

1-706-2 M 8寸 ¥2,750（24φ×8.3） 梱40 1-706-2A AP目皿 ¥780（18.5φ） 梱200

1-706-3 M 9寸 ¥3,450（27.2φ×9.5） 梱30 1-706-3A AP目皿 ¥1,350（22.3φ） 梱120

1-706-4 M 尺0寸 ¥4,200（30φ×10.7） 梱20 1-706-4A AP目皿 ¥1,550（24.2φ） 梱80

1-706-5 M 尺1寸 ¥5,200（33φ×11.5） 梱20 1-706-5A AP目皿 ¥1,800（26.7φ） 梱60

1-706-6 M 尺2寸 ¥5,800（36.3φ×12.5）梱20 1-706-5A AP目皿 ¥1,800（26.7φ） 梱60

1-706-7 M 尺3寸 ¥7,300（39φ×13.6） 梱10 1-706-7A AP目皿	 ¥3,100（35φ） 梱40

1-706-8 M 尺4寸 ¥9,600（42.3φ×14.7） 梱10 1-706-8A 木 目皿				 ¥6,400（36φ）	 梱20

1-706-9 M 尺6寸 ¥12,500（47.8φ×16.8） 梱5 1-706-9A 木 目皿				 ¥7,100（42φ） 梱20

1-706-10 M 尺8寸 ¥16,500（54φ×18.8） 梱3 1-706-10A 木 目皿				 ¥8,800（46φ） 梱10

1-706-11 M 2尺		 ¥29,600（59.3φ×21.2） 梱2 1-706-10A 木 目皿			 ¥8,800（46φ）	 梱10

❸ A盃盛器　朱天金（脚無）		
1-706-12 A 6寸		 ¥1,050（17.5φ×4.9）	 梱80

1-706-13 A 7寸		 ¥1,250（20.5φ×5.3）	 梱60

1-706-14 A 8寸		 ¥1,500（23.5φ×6.7）		 梱40

1-706-15 A 尺0寸		 ¥2,700（30.2φ×8.7） 梱20

1-706-16 A 尺2寸					 ¥3,250（36φ×10.5） 梱20

1-706-17 A 尺5寸 ¥6,350（45.3φ×12.5） 梱5

❷ A 高盃台	朱天金（脚付）（目皿別売）
1-706-18 A 6寸 ¥1,850（17.5φ×11）		 梱40

1-706-19 A 7寸 ¥2,300（20.5φ×13） 梱30

1-706-1A AP 7寸用	目皿 ¥500（17.5φ） 梱200

1-706-20 A 8寸 ¥2,850（23.5φ×15）	 梱20

1-706-2A AP 8寸用	目皿 ¥780（18.5φ） 梱200

1-706-21 A 尺0寸 ¥5,050（30.2φ×21.7）梱10
1-706-4A AP尺0寸用	目皿 ¥1,550（24.2φ） 梱80

1-706-22 A 尺2寸		 ¥6,900（36φ×26.8）	 梱10

1-706-5A AP尺2寸用	目皿 ¥1,800（26.7φ） 梱60

1-706-23 A 尺5寸 ¥9,000（45.3φ×28.3） 梱5

1-706-8A 木 尺5寸用	目皿 ¥6,400（36φ） 梱20

❷A高盃台の上皿です。

盃と足は簡単に取りはずし出来ます。

取りはずし出来ます。

❹
A 大盃膳	朱天金（クリアー加工付）		
¥19,600（60.7φ×21.5）梱2

1-707-14

❺
A目皿	金塗	（大盃膳用）
¥6,900（51.5φ×1.5） 梱10

1-707-15
木46φ目皿
¥8,800（46φ）梱10

1-706-10A❻
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31-444金盃盛器・三宝盛器・8寸盃・高台盛器

❷ A 8寸盃	朱塗天金（目皿別）
¥2,300（24φ×9.2）梱401-642-1
AP 18.5φ目皿
¥780（18.5φ） 梱200

1-706-2A

❸ AP 8寸盃	朱（お持ち帰り用）（目皿別）
¥980（24φ×9.2）梱401-642-2

AP 18.5φ目皿
¥780（18.5φ） 梱200

1-706-2A

❾
A 尺0寸三宝盛器	朱天金		
¥5,900
（30.5×30.5×20.8）梱20

1-642-8 �
A 尺2寸三宝盛器	朱天金		
¥8,600
（36.6×36.6×20.8）梱10

1-642-9❽
A 8寸三宝盛器	朱天金		
¥4,200
（23.5×23.5×19）梱20

1-642-7❼
A 7寸三宝盛器	朱天金		
¥2,900
（20.5×20.5×16.5）梱30

1-642-6

高足三宝盛器 低足三宝盛器

8寸盃

5寸から尺2寸は上皿と足が別々になり、収納が便利です。

注：皿は接着されています。

注：皿は接着されています。

�
A 低足三宝盛器	朱天金	
¥2,100（17×17×8.5）梱30

M-1-90

�
A 低足三宝盛器	溜天金	
¥2,750（17×17×8.5）梱30

M-8-97

❹
M 4寸三宝盛器	朱天金		
¥2,100
（12×12×9.4）梱60

1-642-3 ❺
A 5寸三宝盛器	朱天金		
¥1,600
（14.2×14.2×11.5）梱40

1-642-4 ❻
A 6寸三宝盛器	朱天金		
¥2,100
（16.8×16.8×14）梱40

1-642-5

❶ M金盃盛器	外朱内本金雅（目皿別売）	
1-707-1 M 7寸 ¥4,150（21φ×7.2） 梱60

1-706-1A AP目皿 ¥500（17.5φ） 梱200

1-707-2 M 8寸 ¥5,200（24φ×8.3） 梱40

1-706-2A AP目皿 ¥780（18.5φ） 梱200

1-707-3 M 9寸		 ¥5,800（27.2φ×9.5） 梱30

1-706-3A AP目皿 ¥1,350（22.3φ） 梱120

1-707-4 M 尺0寸 ¥7,200（30φ×10.7） 梱20

1-706-4A AP目皿 ¥1,550（24.2φ） 梱80

1-707-5 M 尺1寸 ¥10,000（33φ×11.5） 梱20

1-706-5A AP目皿 ¥1,800（26.7φ） 梱60

1-707-6 M 尺2寸 ¥11,600（36.3φ×12.5）梱20
1-706-5A AP目皿 ¥1,800（26.7φ） 梱60

1-707-7 M 尺3寸 ¥14,700（39φ×13.6） 梱10

1-706-7A AP目皿 ¥3,100（35φ）			 梱40

1-707-8 M 尺4寸 ¥18,500（42.3φ×14.7） 梱10	
1-706-8A 木 目皿 ¥6,400（36φ）		 梱20

1-707-9 M 尺6寸 ¥28,000（47.8φ×16.8） 梱5
1-706-9A 木 目皿 ¥7,100（42φ）	 梱20

1-707-10 M 尺8寸 ¥37,000（54φ×18.8） 梱3

1-706-10A 木 目皿 ¥8,800（46φ）	 梱10

1-707-11 M 2尺		 ¥77,000（59.3φ×21.2） 梱2
1-706-10A 木 目皿 ¥8,800（46φ）	 梱10

◆「金雅」塗は、当社が業界最初に開発、商品化したもの
で大変豪華な金色です。塗も強く、変色、はげることな
く長持ちします。

0409-0460大皿.indb   444 2019/07/08   9:56:04



盛
込
椀

31-4458寸大名型丼椀・高砂椀・盛込椀

	1-211-9
	1-703-1A

❽ M 6寸高砂椀	黒つば金内朱（目皿別売）
	 	 ¥3,700 （18φ×15.3）	梱50
木 16.5φ目皿	¥2,900（16.5φ）	 梱80 	1-703-1A

	1-211-10
❾ M 6寸高砂椀	朱つば内黒（目皿別売）
	 	 ¥3,700（18φ×15.3）梱50
木 16.5φ目皿	¥2,900（16.5φ）	 梱80

	M-12-36
	1-703-1A

� M 6寸高砂椀	レインボー（目皿別売）
	 	 ¥4,050（18φ×15.3）	梱50
木 16.5φ目皿	¥2,900（16.5φ）	 梱80

	W-2-58

Ｓ-10-33

W-18-15

W-17-50

W-18-16

W-17-57

Ｓ-10-35

	1-706-2A

1-706-4A

1-706-2A

1-706-2A

1-706-2A

1-706-2A

1-706-3A

❸

❻

❶

❹

❷

❺

❼

M 8寸小槌型盛込椀	朱（目皿別売）
	 	 ¥5,300	（23.9φ×12.3）梱40
AP 18.5φ目皿	 ¥780 （18.5φ）	　	梱200

A ロクロ大鉢	尺0寸	天目（目皿別売）
	 	 ¥4,300 （30φ×12）	 梱20

24.2φ目皿		¥1,550（24.2φ×0.6）	梱80

A 8寸大名型丼椀	総金雅（目皿別売）
	 	 ¥9,500 （23φ×14.8）	梱40
AP 18.5φ目皿	 ¥780	（18.5φ）	 梱200

A 8寸大名型丼椀	黒内朱（目皿別売）
	 	 ¥3,800 （23φ×14.8）	梱40
AP 18.5φ目皿	 ¥780	（18.5φ）	 梱200

A 8寸大名型丼椀	総銀雅（目皿別売）
	 	 ¥9,500 （23φ×14.8）	 梱40
AP 18.5φ目皿	 ¥780	 （18.5φ）	 梱200

A 8寸低型大名丼椀	朱木目（目皿別売）
	 	 ¥4,700	 （23φ×13.8）	 梱40
AP 18.5φ目皿	 ¥780	 （18.5φ）	 梱200

A ロクロ大鉢	9寸	志野（目皿別売）
	 	 	 ¥4,750 （27.5φ×11）	梱40
22.3φ目皿	¥1,300（22.3φ×0.6）	 梱80

6寸高砂椀

8寸小槌型盛込椀

8寸大名型丼椀
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椀

31-446盛込椀

	1-702-1
	1-706-2A

❶ A 6.5寸盛込椀	レインボー（目皿別売）
	 	 	 ¥4,000 （19.8φ×13）	梱40
AP 18.5φ目皿	 	¥780 （18.5φ）	 梱200

	1-702-2
	1-706-3A

❷ A 8寸盛込椀	レインボー（目皿別売）
	 	 	 ¥5,400（24.3φ×15.6）	梱20
AP 22.3φ目皿	 ¥1,350（22.3φ）	梱120

	1-706-2A
	1-703-4

❻ A 6.5寸盛込椀	鶴（目皿別売）
	 	 ¥3,300 （19.8φ×13）梱40
AP 18.5φ目皿	 ¥780 （18.5φ）			梱200

	1-703-5

	1-706-2A

❼ A 6.5寸盛込椀	老松（目皿別売）
	 	 ¥3,500 （19.8φ×13）梱40
AP 18.5φ目皿	 ¥780 （18.5φ）			梱200

	1-703-6

	1-706-3A

❽ A 8寸盛込椀	老松手描絵（目皿別売）
	 	 ¥6,200 （24.3φ×15.6）梱20
AP 22.3φ目皿	¥1,350 （22.3φ）　		梱120

	1-703-7
	1-706-4A

❾ A 9寸盛込椀	老松手描絵（目皿別売）
	 	 ¥7,600 （26.5φ×16.8）梱20
AP 24.2φ目皿	¥1,550	（24.2φ）						梱80

	1-703-8
	1-706-5A

� A 尺0寸盛込椀	老松手描絵（目皿別売）
	 	 ¥9,600 （30φ×20）梱20
AP 26.7φ目皿	 ¥1,800 （26.7φ）		梱60

	1-703-9
	1-706-7A

� A 尺2寸盛込椀	老松手描絵（目皿別売）
	 	 ¥14,000 （37φ×24.5）	 梱10
AP 35φ目皿	 ¥3,100 （35φ）	 梱40

� A 6.5寸盛込椀	黒日月（目皿別売）
¥4,800（19.8φ×13）梱40

	1-706-2A AP 18.5φ目皿
¥780（18.5φ）梱200

M-21-3
	1-706-4A� A 9寸盛込椀	黒日月（目皿別売）	

¥7,800（26.5φ×16.8）梱20

M-21-2
	1-706-3A� A 8寸盛込椀	黒日月（目皿別売）

¥6,500（24.3φ×15.6）梱20

M-21-4
	1-706-5A� A 尺0寸盛込椀	黒日月（目皿別売）	

¥9,900（30φ×20）梱20

M-21-5
	1-706-7A� A 尺2寸盛込椀	黒日月（目皿別売）	

¥14,000（37φ×24.5）梱10

AP 22.3φ目皿
¥1,350（22.3φ）梱120
AP 24.2φ目皿
¥1,550（24.2φ）梱80
AP 26.7φ目皿
¥1,800（26.7φ）梱60
AP 35φ目皿
¥3,100（35φ）梱40

レインボー

老松

黒日月

	1-702-3
	1-706-4A

❸ A 9寸盛込椀	レインボー（目皿別売）
	 ¥6,700 （26.5φ×16.8）	梱20
AP 24.2φ目皿	¥1,550 （24.2φ）	 梱80

	1-702-4

	1-706-5A

❹ A 尺0寸盛込椀	レインボー（目皿別売）
	 ¥8,500 （30φ×20）	梱20
AP 26.7φ目皿	 ¥1,800 （26.7φ）	 梱60

	1-702-5
	1-706-7A

❺ A 尺2寸盛込椀	レインボー（目皿別売）
	 ¥12,500 （37φ×24.5）	梱10
AP 35φ目皿	 	¥3,100 （35φ）	 梱40

M-21-1
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尺3寸用

尺2寸用

オ
ー
ド
ブ
ル

31-447尺1寸・尺2寸・尺3寸回転盛桶

M-12-48
❶ A 尺1寸回転盛桶	黒刷毛目	
木製目皿付		
	¥11,100 （33.5φ×12）	 梱10

1-715-1
❷

1-716-1
❸

M-12-49
❹ A 尺1寸回転盛桶	溜刷毛目		
仕切朱天黒付		
	 ¥9,900 （33.5φ×12） 梱10

1-715-2
❺

1-716-2
❻

M-12-50
❼ A 尺1寸回転盛桶	梨地御所車		
仕切黒天朱付		
	¥10,100	 （33.5φ×12）	梱10

1-715-3
❽

1-716-3
❾

M-12-51
� A 尺1寸回転盛桶	黒刷毛目		
仕切オレンジ吹付		
	¥13,850 （33.5φ×12）	 梱10

1-715-4
�

1-716-4
�

M-12-52
� A 尺1寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切若草吹付		
	¥13,850	（33.5φ×12）	 梱10

1-715-5
�

1-716-5
�

M-12-53
� A 尺1寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切青磁吹付		
	¥13,850	（33.5φ×12）	 梱10

M-12-54
�

M-12-55
�

1-115-1�
P.P 皿鉢コンテナ	
ノンスリップ加工 	
	¥5,850
（外寸46×46×16）
（内寸41.3×41.3×14.8）梱6

1-112-2�
P.P NO.6コンテナ	ブラウン		
	¥2,800
（外寸42×42×15.8）
（内寸38.3×38.3×14.2）梱10※�、�の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

A 尺2寸回転盛桶	黒刷毛目	
木製目皿付		
	¥12,000 （37φ×11.9）	 梱10
A 尺3寸回転盛桶	黒刷毛目	
木製目皿付		
	¥13,600	（40φ×12）	 梱10

A 尺2寸回転盛桶	溜刷毛目		
仕切朱天黒付		
	¥10,750 （37φ×11.9）	 梱10

A 尺2寸回転盛桶	梨地御所車		
仕切黒天朱付		
	¥10,950	 （37φ×11.9）	梱10

A 尺2寸回転盛桶	黒刷毛目		
仕切オレンジ吹付		
	¥15,800 （37φ×11.9）	 梱10

A 尺2寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切若草吹付		
	¥15,800	（37φ×11.9）	 梱10

A 尺2寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切青磁吹付		
	¥15,800	（37φ×11.9）	 梱10

A 尺3寸回転盛桶	溜刷毛目		
仕切朱天黒付		
	¥12,200 （40φ×12）	 梱10

A 尺3寸回転盛桶	梨地御所車		
仕切黒天朱付		
	¥12,500	 （40φ×12）	 梱10

A 尺3寸回転盛桶	黒刷毛目		
仕切オレンジ吹付		
	¥17,400	 （40φ×12）	 梱10

A 尺3寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切若草吹付		
	¥17,400	（40φ×12）	 梱10

A 尺3寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切青磁吹付		
	¥17,400	（40φ×12）	 梱10

オレンジ仕切は受注生産です。
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尺4寸用・尺5寸用

オ
ー
ド
ブ
ル

31-448尺4寸・尺5寸・尺7寸回転盛桶

1-717-1
❶ A 尺4寸回転盛桶	黒刷毛目	
木製目皿付		
	¥15,000 （43.5φ×12.3）	梱5

1-718-1
❷

1-719-1
❸

1-717-2
❹ A 尺4寸回転盛桶	梨地御所車	

仕切黒天朱付		
	¥14,700	（43.5φ×12.3）	 梱5

1-718-3
❺

1-719-3A
❻

1-717-4
❼A 尺4寸回転盛桶	溜刷毛目	

仕切朱天黒付		
	¥14,300	（43.5φ×12.3）	 梱5

1-718-2
❽

1-719-2
❾

1-717-5
� A 尺4寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切オレンジ吹付		
	¥19,000	（43.5φ×12.3）	 梱5

1-718-4
�

1-719-4
�

1-717-3
� A 尺4寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切若草吹付		
	¥19,000	（43.5φ×12.3）	 梱5

1-718-5
�

1-719-5
�

M-12-56
� A 尺4寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切青磁吹付		
	¥19,000	（43.5φ×12.3）	 梱5

M-12-57
�

M-12-58
�

1-113-6�
P.P 鉢盛コンテナ	 ノンスリップ加工 	
	¥7,000
（外寸56×56×16）
（内寸51.5×51.5×14.8）梱6

※�の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

A 尺5寸回転盛桶	黒刷毛目	
木製目皿付		
	¥16,000 （46.5φ×12.7）	梱5
A 尺7寸回転盛桶	黒刷毛目	
木製目皿付		
	¥21,000 （52.5φ×13）	 梱5

A 尺5寸回転盛桶	梨地御所車	
仕切黒天朱付		
	¥16,500	（46.5φ×12.7）	 梱5

A 尺5寸回転盛桶	溜刷毛目	
仕切朱天黒付		
	¥16,300	（46.5φ×12.7）	 梱5

A 尺5寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切オレンジ吹付		
	¥20,400	（46.5φ×12.7）	 梱5

A 尺5寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切若草吹付		
	¥20,400	（46.5φ×12.7）	 梱5

A 尺5寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切青磁吹付		
	¥20,400	（46.5φ×12.7）	 梱5

A 尺7寸回転盛桶	梨地御所車	
仕切黒天朱付		
	¥19,600	（52.5φ×13）	 梱5

A 尺7寸回転盛桶	溜刷毛目	
仕切朱天黒付		
	¥19,400	（52.5φ×13）	 梱5

A 尺7寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切オレンジ吹付		
	¥26,800	（52.5φ×13）	 梱5

A 尺7寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切若草吹付		
	¥26,800	（52.5φ×13）	 梱5

A 尺7寸回転盛桶	黒刷毛目	
仕切青磁吹付		
	¥26,800	（52.5φ×13）	 梱5

オレンジ仕切は受注生産です。 オレンジ仕切は受注生産です。
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31-449S.D.X回転盛桶

M-12-61
❶ A 尺1寸S.D.X回転盛桶	紫金カスリ	
木製目皿付		
	¥13,500	（37φ×12.1）	 梱10
A 尺2寸S.D.X回転盛桶	紫金カスリ	
木製目皿付		
	¥14,850	（40.3φ×12.2）	梱10
A 尺3寸S.D.X回転盛桶	紫金カスリ	
木製目皿付		
	¥18,800	（43.8φ×12.6）	梱5

M-12-62
❷

M-12-63
❸

M-12-46�
A 尺3寸浅型回転オードブル		
仕切朱天黒付		
¥6,450（39.2φ×10.8）梱10

M-12-47�
A 尺3寸浅型回転オードブル		
仕切青磁吹付
¥6,850（39.2φ×10.8）梱10

尺3寸浅型回転オードブル

M-12-66�
A 尺1寸S.D.X回転盛桶	青パール八雲	仕切青磁吹付
	¥12,650	（37φ×12.1）	 梱10

A 尺2寸S.D.X回転盛桶	青パール八雲	仕切青磁吹付
	¥14,200	（40.3φ×12.2）	梱10

A 尺3寸S.D.X回転盛桶	青パール八雲	仕切青磁吹付
	¥16,800	（43.8φ×12.6）	梱5

M-12-67�

M-12-68�

・尺1	丸仕切	 ¥1,100 扇仕切	 ¥1,100
・尺2	丸仕切	 ¥1,100 扇仕切	 ¥1,150
・尺3	丸仕切	 ¥1,100 扇仕切	 ¥1,200

M-12-59❹

1-720-1❺

1-720-2❻

M-12-60❼

1-721-1❽

1-721-2❾

A 尺1寸S.D.X回転盛桶	朱内梨地	仕切黒天朱付		
	 ¥9,800	（37φ×12.1）	 梱10

A 尺2寸S.D.X回転盛桶	朱内梨地	仕切黒天朱付		
	¥10,450	（40.3φ×12.2）	梱10

A 尺3寸S.D.X回転盛桶	朱内梨地	仕切黒天朱付		
	¥13,000	（43.8φ×12.6）	梱5

A 尺1寸S.D.X回転盛桶	金王内黒	仕切朱天黒付		
	¥10,650	（37φ×12.1）	 梱10

A 尺2寸S.D.X回転盛桶	金王内黒	仕切朱天黒付		
	¥11,300	（40.3φ×12.2）	梱10

A 尺3寸S.D.X回転盛桶	金王内黒	仕切朱天黒付
	¥14,300	（43.8φ×12.6）	梱5
・尺1	丸仕切	 ¥700 扇仕切	 ¥750
・尺2	丸仕切	 ¥700 扇仕切	 ¥770
・尺3	丸仕切	 ¥700 扇仕切	 ¥800

・尺1	丸仕切	 ¥700 扇仕切	 ¥750
・尺2	丸仕切	 ¥700 扇仕切	 ¥770
・尺3	丸仕切	 ¥700 扇仕切	 ¥800
・丸仕切は尺1～尺3共通です。
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31-450S.D.X回転盛桶

M-12-69
❼ A 尺4寸S.D.X回転盛桶	青パール八雲	仕切青磁吹付

	¥20,800	（47.6φ×12.8）	梱5
A 尺5寸S.D.X回転盛桶	青パール八雲	仕切青磁吹付
	¥22,000	（51φ×13.3）	 梱5M-12-70

❽
M-12-74

❾ A 尺4寸S.D.X回転盛桶	花梨	仕切オレンジ吹付		
	¥20,850	（47.6φ×12.8）	梱5
A 尺5寸S.D.X回転盛桶	花梨	仕切オレンジ吹付		
	¥22,100	（51φ×13.3）	 梱5M-12-75

�

1-720-3
❸

1-720-4
❹

1-721-3
❺

1-721-4
❻

A 尺4寸S.D.X回転盛桶	朱内梨地	仕切黒天朱付		
	¥15,500	（47.6φ×12.8）	梱5
A 尺5寸S.D.X回転盛桶	朱内梨地	仕切黒天朱付		
	¥16,300	（51φ×13.3）	 梱5

A 尺4寸S.D.X回転盛桶	金王内黒	仕切朱天黒付		
	¥16,800	（47.6φ×12.8）	梱5
A 尺5寸S.D.X回転盛桶	金王内黒	仕切朱天黒付		
	¥17,400	（51φ×13.3）	 梱5

M-12-64
❶ A 尺4寸S.D.X回転盛桶	紫金カスリ	
木製目皿付		
	¥21,400	（47.6φ×12.8）	梱5
A 尺5寸S.D.X回転盛桶	紫金カスリ	
木製目皿付		
	¥22,200	（51φ×13.3）	 梱5

M-12-65
❷

・尺4	丸仕切	 ¥870 扇仕切	 ¥830
・尺5	丸仕切	 ¥870 扇仕切	 ¥870

・尺4	丸仕切	 ¥870 扇仕切	 ¥830
・尺5	丸仕切	 ¥870 扇仕切	 ¥870

・尺4	丸仕切	 ¥1,430 扇仕切	 ¥1,400
・尺5	丸仕切	 ¥1,430 扇仕切	 ¥1,780

・尺4	丸仕切	 ¥1,430 扇仕切	 ¥1,400
・尺5	丸仕切	 ¥1,430 扇仕切	 ¥1,780

・尺4・尺5丸仕切は共通です。

オレンジ仕切は受注生産です。
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31-451尺3寸・尺5寸回転オードブル

1-714-1❸
A 尺5寸回転盛込器		
仕切朱天黒付		
¥10,500（46.5φ×10）梱5

M-12-43❷
A 尺5寸回転盛込器		
仕切黒天朱付
¥10,500（46.5φ×10）梱5

1-714-2❹
A 尺5寸回転盛込器		
仕切金梨地付	
¥12,700（46.5φ×10）梱5

1-714-3❻
A 尺5寸回転盛込器	
仕切オレンジ吹付		
¥15,700（46.5φ×10）梱5

1-714-4❺
A 尺5寸回転盛込器		
仕切若草吹付		
¥15,700（46.5φ×10）梱5

1-714-6❼
A 尺5寸回転台	黒のみ		
¥5,350（46.5φ×7.5）梱10

1-113-6❶
P.P鉢盛コンテナ	
ノンスリップ加工

¥7,000 
（外寸56×56×16）	
（内寸51.5×51.5×14.8）梱5

1-714-7❽
A 新尺3寸回転台	仕切朱天黒付		
¥7,850（39.2φ×10.8）梱10

1-714-8�
A 新尺3寸回転台	仕切梨地付		
¥8,550（39.2φ×10.8）梱10

M-12-44�
A 新尺3寸回転台	仕切新清流付		
¥9,450（39.2φ×10.8）梱10

M-12-45❾
A 尺3寸回転台	黒天朱のみ		
¥3,550（39.2φ×9）梱20

新尺3寸回転台

❶の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

尺5寸回転台

オレンジ仕切は受注生産です。
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31-452花形2尺2寸回転オードブル

好評シリーズにニュータイプ！	
超豪華回転オードブル！	
各種パーティー、レセプション、	
又ご宴会にご利用下さい。	
（取皿はお料理が容易に取れる様、	
手前が低くなっております。）

1-712-1❶
A 花形2尺2寸回転オードブル	仕切朱天黒付		
¥26,500（66φ×21）梱3

1-712-3❷
A 花形2尺2寸回転オードブル	仕切朱天黒唐草付		
¥28,000（66φ×21）梱3

1-712-4❸
A 花形2尺2寸回転オードブル	仕切若草吹付		
¥36,500（66φ×21）梱3

1-713-1❹
A ニュー2尺2寸回転オードブル	仕切朱天黒付		
¥26,000（66φ×21）梱3

1-713-2❺
A ニュー2尺2寸回転オードブル	仕切黒天朱付		
¥26,000（66φ×21）梱3

1-713-3❻
A ニュー2尺2寸回転オードブル	
仕切オレンジ吹付		
¥37,000（66φ×21）梱3

ニュー2尺2寸回転オードブル

❼❽❾�

����������

オレンジ仕切は受注生産です。

0409-0460大皿.indb   452 2019/07/08   9:58:10



盛
込
舟

31-453耐熱折舟皿・タレ付舟

	 A 尺1寸タレ付舟	白木（スノ子別売）		
	 舟	 ¥3,100 （33×17×7）	 梱60	

	 スノ子	¥1,100 （21.5×14.8×2.9）	梱100

	 A 尺1寸タレ付舟	パール波内黒	
	 （スノ子別売）		
	 舟	 ¥2,450 （33×17×7）	 梱60	

	 スノ子	 ¥950 （21.5×14.8×2.9）	 梱100

1-708-1❻
M尺0寸タレ付舟	白木		
¥2,300（29.3×14.1×6.2）梱60

M-12-37❼
M尺0寸タレ付舟	梨地波内黒
¥2,650（29.3×14.1×6.2）梱60

1-708-2
1-708-2A

❽
1-708-3
1-708-3A

❾

尺0寸タレ付舟

尺1寸タレ付舟

TA耐熱	折舟皿	黒内朱	天黒
	M-36-5	（小）7.5 寸	 ¥1,500 （22.5×10.7×4）	 梱100
	M-36-6	（大）8.5 寸	 ¥1,900 （25.5×12.1×4.6）	 梱80

❷

TA耐熱	折舟皿	墨刷毛目（裏黒塗）
	M-35-32	（小）7.5 寸	 ¥1,900 （22.5×10.7×4）	 梱100
	M-35-33	（大）8.5 寸	 ¥2,400 （25.5×12.1×4.6）	 梱80

❹

TA耐熱	折舟皿	総白木塗
	M-35-30	（小）7.5 寸	 ¥1,900 （22.5×10.7×4）	 梱100
	M-35-31	（大）8.5 寸	 ¥2,400 （25.5×12.1×4.6）	 梱80

❶

TA耐熱	折舟皿	金（裏黒塗）
	M-35-36	（小）7.5 寸	 ¥2,200 （22.5×10.7×4）	 梱100
	M-35-37	（大）8.5 寸	 ¥2,700 （25.5×12.1×4.6）	 梱80

❸

TA耐熱	折舟皿	総茶刷毛目
	M-35-38	（小）7.5 寸	 ¥2,300 （22.5×10.7×4）	 梱100
	M-35-39	（大）8.5 寸	 ¥2,800 （25.5×12.1×4.6）	 梱80

❺
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31-454一人用盛込舟・一人用宝舟・舟型盛込桶

M-12-38❶
A 1人用宝舟	本体	茶パール天朱	
スノ子	黒天朱		
¥2,750 （42×15.3×14.5）梱40

1-708-7
❸ A 尺5寸将軍舟	溜波		

¥3,750（45.5×18.6×15.5）梱20
1-708-8
❹ A 尺5寸将軍舟	白木		

¥3,900（45.5×18.6×15.5）梱20

一人用宝舟

将軍舟

1-708-6❷
A 1人用宝舟	白木	本体・スノ子		
¥2,850 （42×15.3×14.5）梱40

❺ M-24-83 	
		A		尺３寸	舟型盛込桶	溜刷毛目
¥6,800 （39.5×27×7.2）	梱10

❻ M-24-84 	
		A		尺６寸	舟型盛込桶	溜刷毛目
¥12,800 （48.4×32.7×8.3）	梱5

❼ M-24-85 	
		A		尺３寸	舟型盛込桶	白木塗
¥7,000 （39.5×27×7.2）	梱10

❽ M-24-86 	
		A		尺６寸	舟型盛込桶	白木塗
¥12,850 （48.4×32.7×8.3）	梱5

❾ M-24-87 	
		木		舟型盛込器用木製尺３寸目皿
¥6,300 （33.7×23.7×1.6）	梱20

� M-24-88 	
		木		舟型盛込器用木製尺６寸目皿
¥7,500 （42.1×29.2×1.6）	梱10

※ケチャップ、カレー等の色素の強いものはすみやかに洗浄して下さい。放置しますと汚れが浸透しますので注意して下さい。

バイキング料理の什器に最適！！！

舟型盛込桶
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31-455盛込舟

ABS盛込舟シリーズは、汚れにくく、
割れにくくなっておりますので、とても便利です。

1-709-1
❹ A 2尺1寸	ABS大漁舟		

¥19,800（63×22×20）梱6

M-15-64
❶ A 1人用越前舟	本体	茶パール天朱	
　スノ子黒天朱		
¥3,700（35×13.8×12.8）	梱40

1-709-2
❺ A 2尺3寸盛込舟	梨地波		（網別売）

¥22,300（68×23.8×21）梱6

M-15-65
❷ A 1人用越前舟	白木	
　本体・スノ子		
¥4,100（35×13.8×12.8）	梱40

M-15-28
❸ 盛込舟用網	

¥3,000

1-709-3
❻ A 2尺3寸盛込舟	白木（網別売）

¥21,700（68×23.8×21）梱6
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31-456ABS2尺7寸盛込舟

ABS宴舟

器の持つ気品と豪華さが料理をひきたて、華やかな日本の心を伝えます。	
ABS盛込舟シリーズは、汚れにくく、割れにくい特長があります。

ABS宴舟シリーズは、	汚れにくく、	
割れにくくなっておりますので、とても便利です。	
又、底台も2本ついて超豪華になっています。

超豪華

1-710-1❶
A 2尺7寸盛込舟	白木（網別売）
¥26,800 
（81.5×28.4×24.5）梱6

1-710-2❷
A 2尺7寸盛込舟		
梨地波（網別売）		
¥27,500 
（81.5×28.4×24.5）梱6

1-710-3❸
A 宴舟	白木	（網別売）	
¥43,000 
（81.8×31.5×41.5）梱4

1-710-4❹
A 宴舟	黒内朱波（網別売）		
¥44,600 
（81.8×31.5×41.5）梱4

2尺7寸盛込舟

0409-0460大皿.indb   456 2019/07/08   10:00:13


