
お

膳

31-841D.X二月堂（折畳足）

	 	 A D.X二月堂 茶石目 強化塗 	
 1-15-1 底塗り無し	¥16,200（72×48×31.2）梱5
 1-15-1A 底･足黒塗り ¥19,200

	 	 A D.X二月堂 黒石目 強化塗

 A-1-5 底塗り無し	¥16,200（72×48×31.2）梱5
 A-1-6 底･足黒塗り ¥19,200

	 	 A D.X二月堂 朱姫子	
 1-14-1 底塗り無し	¥17,500（72×48×31.2）梱5
 1-14-1A 底･足黒塗り ¥20,500

●裏面図（底板付です） ●�折りタタミ式で、�
積み重ねができます。

お
膳

底板付重厚型

❶ ❷ ❸

	 	 A D.X二月堂 グリーン石目 強化塗

 1-15-3 底塗り無し	¥16,200（72×48×31.2）梱5
 1-15-3A 底･足黒塗り ¥19,200

	 	 A D.X二月堂 黒地紋松葉	
 A-1-9 底塗り無し	¥19,000（72×48×31.2）梱5
 A-1-10 底･足黒塗り ¥22,000

	 	 A D.X二月堂 茶扇面	
 A-1-11 底塗り無し	¥18,500（72×48×31.2）梱5
 A-1-12 底･足黒塗り ¥21,500

	 	 A D.X二月堂 金梨地	
 1-15-2 底塗り無し	¥16,200（72×48×31.2）梱5
 1-15-2A 底･足黒塗り ¥19,200

	 	 A D.X二月堂 紺石目 強化塗

 A-1-7 底塗り無し	¥17,500（72×48×31.2）梱5
 A-1-8 底･足黒塗り ¥20,500

	 	 A D.X二月堂 黒石目地紋	強化塗

 1-15-4 底塗り無し	¥18,500（72×48×31.2）梱5
 1-15-4A 底･足黒塗り ¥21,500

❽ ❾

❹ ❺
❻

❼
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お

膳

31-842一光膳
一光膳は、足が高足と天下脚の2種類あり、
ご自由に組み合わせ下さい。

盆も高足も軽量タイプで丈夫です。
中高椅子とマッチする高さです。

A 一光新足 
¥6,300 
（68.5×38.6×23）梱15

A 一光高足 30H 
¥6,650 
（68.5×39.5×30.5）梱15

A 一光高足 40H 
¥8,700 
（68.5×42×40）梱10

A 天下脚 グリーン石目 
側面黒塗 強化塗

¥13,000 
（56×48.5×30）梱10

●�脚同士積み重ねOK

脚が朝食膳になります。

一光膳は高足、
天下脚どちらでも
組み合わせ自由です。

A 一光膳 グリーン石目 強化塗  高足 30H 
セット ¥13,850 （72×48×31）梱10
盆のみ	 ¥7,200

A 一光膳 茶石目 強化塗  高足 30H	
セット ¥13,850 （72×48×31）梱10
盆のみ	 ¥7,200 

A 一光膳 茶石目地紋 強化塗  高足 30H	
セット ¥15,450 （72×48×31）梱10	
盆のみ	 ¥8,800

A 一光膳 金梨地地紋 高足 30H 
セット 		¥13,650 （72×48×31）梱10	
盆のみ 		 ¥7,000 

A 天下脚 黒天朱側面黒塗 
¥12,000（56×48.5×30）梱10

A 天下脚  
朱石目側面黒塗 強化塗

¥13,000（56×48.5×30）梱10

A 一光膳 クリームメタリック  
天下脚 黒天朱	
セット  ¥20,900  （72×48×30.5）梱5
盆のみ 	 ¥8,900  梱10

A 一光膳 グレーメタリック  
天下脚 黒天朱 
セット  ¥20,900 （72×48×30.5）梱5
盆のみ  ¥8,900  梱10

A 一光膳 堆朱 天下脚 黒天朱 
セット 	¥22,200 （72×48×30.5）梱5
盆のみ  ¥10,200  梱10

❶ A-1-15 ❷ 1-12-1A

❸ 1-12-1B ❹ 1-13-3

❽ ❾ ❿ 

❼ 

❺ 1-13-1 ❻ A-1-16

⓫ ⓬ 
⓭ 

A-1-13

1-12-1 1-12-2 A-1-14

1-13-4 1-13-5 A-1-17
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お

膳

31-843一休膳【2尺・2尺1寸・尺8寸】（片面タイプ）

一休膳�脚

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

膳と脚はご自由に
組み合わせて下さい。

※脚は尺8寸･2尺･2尺1寸共通です。

❶ 
A 一休膳 光彩アジロ
2尺セット  ¥21,400
（59.6×44.7×28.5）梱10
2尺盆のみ  ¥8,700
❷ 
A 一休膳 光彩アジロ
2尺1寸セット¥22,200
（63.3×49×28.5）梱10
2尺1寸盆のみ 	¥9,500

❹ 
A 一休膳 茶石目/グレー石目塗り分け 強化塗

2尺セット  ¥20,600
（59.6×44.7×28.5）梱10	
2尺盆のみ 	 ¥8,800
❺ 
A 一休膳 茶石目/グレー石目塗り分け 強化塗

2尺1寸セット  ¥22,500
（63.3×49×28.5）梱10	
2尺1寸盆のみ 	 ¥10,700
❻ 
A 一休膳脚 茶石目側面黒乾漆塗 強化塗
¥11,800（50.9×40.5×26.5）梱10

❼ 
A 一休膳 紺石目天アジロ 強化塗

2尺セット  ¥21,900 
（59.6×44.7×28.5）梱10	
2尺盆のみ 	 ¥8,400
❽ 
A 一休膳 紺石目天アジロ 強化塗

2尺1寸セット  ¥24,200 
（63.3×49×28.5）梱10	
2尺1寸盆のみ 	 ¥10,700
❾ 
A 一休膳脚 紺石目側面紺石目塗 強化塗
¥13,500（50.9×40.5×26.5）梱10

❸ 
A 一休膳脚 光彩 側面黒乾漆塗
¥12,700（50.9×40.5×26.5）梱10

※脚は尺8寸･2尺･2尺1寸共通です。

A 一休膳脚  
朱石目側面黒乾漆塗 強化塗
¥11,800 
（50.9×40.5×26.5）梱10

A 一休膳脚 
グリーンパール天朱 側面黒乾漆塗
¥12,200
（50.9×40.5×26.5）梱10

  A 一休膳 バラ金石目 強化塗
  2尺セット	 ¥19,800
  （59.6×44.7×28.5）梱10
 1-17-1 2尺盆のみ	 ¥8,000

❿

  A 一休膳 バラ金石目 強化塗
  2尺1寸セット	¥21,600
	 	 （63.3×49×28.5）梱10
 1-17-2 2尺1寸盆のみ	 ¥9,800

⓫

  A 一休膳 バイオレットメタリック 
  2尺セット	 ¥22,200
	 	 （59.6×44.7×28.5）梱10
 1-17-4 2尺盆のみ	 ¥10,000

⓭

  A 一休膳 バイオレットメタリック  
  2尺1寸付セット	¥23,400
	 	 （63.3×49×28.5）梱10
 1-17-5 2尺1寸盆のみ	 ¥11,200

⓮

  A 一休膳脚 茶石目側面黒乾漆塗 強化塗
 1-17-12 ¥11,800（50.9×40.5×26.5）梱10

⓱

  A 尺8寸一休膳 グリーン石目天アジロ 
  強化塗 ノンスリップ加工
  セット ¥17,850 （53.8×40.9×28.2）
 1-17-11 盆のみ ¥6,050 （53.8×40.9×2.5）梱20

⓰

⓬ 1-17-3 ⓯ 1-17-6

1-16-1

1-16-2

1-16-3

1-16-4 1-16-7

1-16-5

1-16-6

1-16-8

1-16-9
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お

膳

31-844天下膳・花車膳

お盆と脚は、ご自由に組み合わせて下さい。

●�お盆同士積み重ねOK

●�脚同士積み重ねOK
※�脚は側面が黒に塗り�
加工が施してあります。

スーパーソフト加工　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。
その上、ノンスリップ作用があります。

  A 天下膳 金梨地 
  脚 金梨地 
  セット	 ¥21,600 （64.8×49.8×30.8）	梱5
 1-18-1 盆のみ	 ¥8,900 （64.8×49.8×4）	 梱10
 1-13-2 脚のみ ¥12,700 （56×48.5×30）	 梱10

❷   A 天下膳 グリーン石目 強化塗  
  脚 グリーン石目
  セット  ¥23,600 （64.8×49.8×30.8）	梱5
 1-18-2 盆のみ  ¥10,600 （64.8×49.8×4）	 梱10
 1-13-3 脚のみ  ¥13,000 （56×48.5×30）	 梱10

❸

❶
A 天下膳 茶石目扇面 強化塗  
脚 黒天朱側面黒塗
  セット  ¥24,400（64.8×49.8×30.8）	 梱5
 1-18-3 盆のみ  ¥12,400（64.8×49.8×4）	 梱10
 1-13-1 脚のみ  ¥12,000（56×48.5×30）	 梱10

  A 天下膳 溜 S･S塗  
  脚 黒天朱側面黒塗 
  セット   ¥24,900  （64.8×49.8×30.8）	 梱5
 1-18-4 盆のみ ¥12,900 （64.8×49.8×4）	 梱10
 1-13-1 脚のみ ¥12,000  （56×48.5×30）	 梱10

❹

脚が朝食膳になります。 夕食のイメージ

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

正面 手前

A 花車膳 朱姫子アジロ  
脚 黒塗 
セット ¥19,300（68.9×53.3×29.2）梱5	
盆のみ ¥10,300 梱10

A 花車膳  
グリーン石目天アジロ 強化塗   
脚 黒塗 
セット ¥20,300（68.9×53.3×29.2）梱5	
盆のみ ¥11,300 梱10

A 花車膳 金梨地天アジロ   
脚 ツタ唐草 
セット ¥21,300（68.9×53.3×29.2）梱5
盆のみ ¥11,300 梱10

1-19-1A
❽ A 脚 黒塗 
¥9,000 梱10 1-19-1B

❾ A 脚 ツタ唐草 
¥10,000 梱10

S･S塗

花車膳（片面タイプ）

❺ ❻ 

1-19-1 1-19-3

1-19-2

❼ 

天下膳（片面タイプ）
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お

膳

31-845
従来の「大和足」に加え、
「新足」「高足」がプラスされ、
4種類となりました。
ご希望によりお選び下さい。

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。
収納に場所をとりません。

	 	 A 大和足	
 1-22-1A ¥3,600
  （51.2×39.2×18.3）梱20

❶   A 新足 
 1-22-1B ¥4,250
	 	 （50.7×38.6×23）梱20

❷   A 高足 30H
 1-22-1C ¥4,900
	 	 （51.5×39.5×30.5）梱10

❸   A 高足 40H（中高椅子用）
 1-22-1D ¥5,900
	 	 （54×42×40）梱10

❹

足が4種類の中から選べます。用途に合わせてご自由に組み合わせて下さい。
サイズは、お盆をのせた時のサイズです。

45

61.5

19.8H
24.3H

31.6H

45

61.5

61.5

45

大和足（従来品） 新足 高足30H

A 大和膳 黒石目天唐草 強化塗   
　 新足 
 セット  ¥11,150 
  （61.5×45×24.3）	梱10	
	盆のみ  ¥6,900 
  （61.5×45×3.1）	 梱10

A 大和膳 グリーン石目天唐草 強化塗   
　 新足
セット  ¥11,150 
	 	 （61.5×45×24.3）	 梱10	
盆のみ	 	 ¥6,900 
	 	 （61.5×45×3.1）	 梱10

A 大和膳 朱姫子天唐草  新足 
セット  ¥10,750 
  （61.5×45×24.3）	梱10	
盆のみ  ¥6,500 
  （61.5×45×3.1）	 梱10

A 大和膳 梨地天唐草  新足 
 セット ¥10,900 （61.5×45×24.3）	梱10	
	盆のみ ¥6,650 （61.5×45×3.1）	 梱10

A 大和膳 グレー石目天唐草 強化塗  新足 
セット  ¥11,150 （61.5×45×24.3）	梱10	
盆のみ  ¥6,900 （61.5×45×3.1）	 梱10

A 大和膳 茶石目天唐草 強化塗  新足 
セット ¥11,150 （61.5×45×24.3）	梱10	
盆のみ ¥6,900 （61.5×45×3.1）	梱10

A 大和膳 金ツイシュ渕黒  新足 
 セット ¥11,950 
  （61.5×45×24.3）	 梱10	
盆のみ  ¥7,700 
  （61.5×45×3.1）	 梱10

❾ ❿ 

❻ 

❼ 

❺ 

❽ 

⓫ 

大和膳（片面タイプ）

1-22-1

1-22-3

1-22-2 1-23-3

1-23-1 1-23-2 1-23-6
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お

膳

31-846

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

足は5種類あり、高さが違いますので
用途に合わせて、お選び下さい。

A D.X百万石膳 金梨地渕唐草  新足 
セット  ¥11,550 （60.5×48.5×25.2）梱10	
盆のみ  ¥7,300

A D.X百万石膳 玉虫石目渕唐草 強化塗  新足
セット  ¥12,150 （60.5×48.5×25.2）梱10	
盆のみ  ¥7,900

A D.X百万石膳 金梨地渕唐草  殿様足
セット  ¥17,100 （63×51×27.5）梱5	
盆のみ  ¥7,300

A 大和足	
¥3,600 梱20
（51.2×39.2×18.3）

A 新足 
¥4,250 梱20
（50.7×38.6×23）

A 高足 30H
¥4,900 梱10
（51.5×39.5×30.5）

A 高足 40H
¥5,900 梱10
（54×42×40）

A 殿様足 黒塗
¥9,800 梱5
（63×51×23）

足の高さが4種類あります。お好みのタイプをお選び下さい。

従来より足が高くなりました。

●�お盆同士積み重ねOK

●�お盆裏の例

●�足同士積み重ねOK

B面
A面

A面 A面A面

B面

B面B面 B面

A面

A 新百万石膳 
（両面タイプ）新足 
A面:グリーン乾漆  
B面:朱乾漆天黒 
セット  ¥10,750（54×52×25.2）梱10
盆のみ  ¥6,500

A 新百万石膳 
（両面タイプ）新足 
A面:雲梨地  
B面:金梨地天黒	
セット  ¥11,050（54×52×25.2）梱10
盆のみ 	 ¥6,800

A 新百万石膳 
（両面タイプ） 新足 
A面:朱に総菊天アジロ渕総菊
B面:金梨地天黒 
セット  ¥12,550（54×52×25.2）梱10
盆のみ  ¥8,300

A 新百万石膳 
（両面タイプ）新足 
A面:ツイシュ  
B面:朱天黒 
セット 	¥12,650（54×52×25.2）梱10
盆のみ  ¥8,400

A 新百万石膳 
（両面タイプ）新足 
A面:合作牡丹天朱   
B面:茶石目天黒 強化塗

セット ¥12,550 （54×52×25.2）梱10
盆のみ ¥8,300

A 大和足 
¥3,600 梱20
（51.2×39.2×18.3）

A 新足 
¥4,250 梱20
（50.7×38.6×23）

A 高足 30H
¥4,900 梱10
（51.5×39.5×30.5）

※写真は新足を使用しています。

新百万石膳（両面タイプ）

⓬ 
⓭ 

⓯ 
⓰ 

⓮ 

❾ 1-22-1A ❿ 1-22-1B
⓫ 1-22-1C

❼ ❽ 

❻ 

❶ 1-22-1A ❷ 1-22-1B ❸ 1-22-1C

❹ 1-22-1D ❺ 1-24-5A

D.X 百万石膳・新百万石膳

1-24-1

1-24-21-24-1

1-25-2
1-25-1

1-25-3 1-25-4
1-25-5

D.X 百万石膳（片面タイプ）
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お

膳

31-8472尺秀月膳・2尺長手雅膳・2尺長手宝生膳・2尺長手桃山膳・宴膳
2尺秀月膳
（両面タイプ）

2尺長手宝生膳
（両面タイプ）

●�

写
真
の
様
に
積
み
重
ね

て
収
納
が
出
来
ま
す
。

B面
A面 A面

B面
A面

B面

A面

B面

A面

B面

A面 A面

B面
B面

A 2尺長手雅膳（両面タイプ） 足 天アジロ 
A面:濃緑石目天金 強化塗  
B面:金梨地渕黒
セット		¥14,900 （62×47.7×26.7）梱10	
盆のみ		 ¥8,700 （57.5×46.5×1.3）

A 2尺長手雅膳（両面タイプ） 足 唐草 
A面:濃緑石目天金ツタ 強化塗  
B面:古代蝶渕黒
セット	¥18,400（62×47.7×26.7）梱10
盆のみ ¥11,600（57.5×46.5×1.3）

A 2尺長手雅膳（両面タイプ） 足 唐草 
A面:朱渕黒ツタ 
B面:雲海渕黒
セット	¥19,250（62×47.7×26.7）梱10	
盆のみ ¥12,450（57.5×46.5×1.3）

A 雅足 天アジロ
¥6,200 梱10

A 雅足 唐草
¥6,800 梱10

A 2尺秀月膳（両面タイプ） 足 唐草 
A面:金梨地渕松葉 
B面:溜千筋
セット		¥18,000 （62×47.7×26.7）梱10	
盆のみ		¥11,200 （57.5×46.5×1.3）	
足のみ		 ¥6,800 （雅足）

A 2尺秀月膳（両面タイプ） 足 天アジロ 
A面:本銀平目渕松葉 
B面:溜千筋
セット		¥18,800 （62×47.7×26.7）梱10	
盆のみ		¥12,600 （57.5×46.5×1.3）	
足のみ		 ¥6,200 （雅足）

A 2尺長手宝生膳（両面タイプ）足 唐草 
A面:金梨地渕黒天金 
B面:黒石目天朱 強化塗
セット		¥18,450 （59.5×47.5×26.5）梱10	
盆のみ		 ¥8,250 （55×43×1.6）	
足のみ  ¥10,200

A 2尺長手宝生膳（両面タイプ）足 唐草 
A面:グリーン石目渕黒 強化塗  
B面:茶石目天黒 強化塗
セット		¥18,650 （59.5×47.5×26.5）梱10	
盆のみ  ¥8,450 （55×43×1.6）

2尺長手桃山膳（片面タイプ）

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

A面
B面

A 桃山高足
¥7,200 梱10

A 桃山足
¥5,500 梱10

A 2尺長手桃山膳 
（両面タイプ） 桃山足 
A面:金梨地天黒 
B面:グリーン乾漆渕黒
セット		¥14,500	 梱10
（61.5×46.1×25.9）
盆のみ  ¥9,000 梱10

A面

B面

A面

B面

A 2尺長手桃山膳 
（両面タイプ） 桃山足 
A面:朱姫子唐草 
B面:グリーン乾漆渕黒
セット		¥14,900	 梱10
（61.5×46.1×25.9）
盆のみ  ¥9,400 梱10

A 2尺長手桃山膳 
（両面タイプ） 桃山足 
A面:茶石目雲麻 強化塗  
B面:グリーン姫子
セット		¥15,200	 梱10
（61.5×46.1×25.9）
盆のみ 		¥9,700 梱10

宴　膳（両面タイプ）

●�写真の様に積み重ねて
収納が出来ます。 A 宴足 ¥4,500 梱20

A面

A面

B面 B面

A面

A 宴膳（両面タイプ） 
A面:銀梨地額渕黒 
B面:牡丹石目天金 強化塗
セット		¥14,100
（56×56×25.4）梱10
盆のみ  ¥9,600

A 宴膳（両面タイプ） 
A面:シルバー石目ライン 強化塗  
B面:梨地渕黒唐草
セット		¥14,400
（56×56×25.4）梱10
盆のみ		 ¥9,900

A 宴膳（両面タイプ） 
A面:金平目 
B面:グリーンパール石目天金 強化塗
セット		¥15,100
（56×56×25.4）梱10
盆のみ		¥10,600

2尺長手雅膳
（両面タイプ）

⓫ A-1-18❿ 1-26-1A

⓭ 

⓬ 

⓮ 

⓯ 1-27-1A

⓰ 

⓱ ⓲ 

❸ ❹ ❺

❻ 1-20-1A

❼ 1-20-1B

❶ ❷ 

❽ 
❾

1-21-2
1-20-1A

1-20-1 1-20-2  1-20-3

1-21-3
1-21-3A 1-21-4

1-26-2

1-26-1

1-27-1

1-27-2 1-27-3

1-26-3

1-21-1
1-20-1B
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お

膳

31-848太閤膳・白山膳・徳川膳・都膳・D.X徳川膳
グレード高く、豪華なお膳です。

A 太閤足 黒塗唐草 ¥17,000 梱5

●�お盆、足同士積み重ねOK

A 太閤足 黒塗 ¥11,700 梱5

A 太閤膳 朱天唐草 足 黒塗
セット  ¥20,300 （65×65×24.8）	 梱5	
盆のみ ¥8,600 （59.4×59.4×2.5）	梱10

A 太閤膳 金色紙金箔 足 黒塗唐草
セット  ¥26,800 （65×65×24.8）	 梱5
盆のみ  ¥9,800 （59.4×59.4×2.5）	梱10

白山膳（片面タイプ）
●�お盆、足同士積み重ねOK

A 宴足 
¥4,500 梱20

A 白山膳 朱渕黒菊唐草
セット  ¥13,900
（60×60×25.7）梱10
盆のみ  ¥9,400

徳川膳（両面タイプ）
●�

写
真
の
様
に
積
み
重
ね
て
収
納
が
出
来
ま
す
。

A 徳川足 ¥4,600 梱20

B面

A面
A面

B面

A 徳川膳（両面タイプ）
A面:朱石目 強化塗  
B面:黒石目 強化塗

セット  ¥13,300 （55×55×23）梱10	
盆のみ  ¥8,700

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

A面 A面B面 B面都膳（両面タイプ）

D.X 徳川膳（片面タイプ）

A 都足 ¥4,500 梱20
⓮ A 都膳（両面タイプ）

A面:金梨地  
B面:グリーンパール天朱
セット  ¥11,500 （55×55×23.3）梱10	
盆のみ  ¥7,000

⓯ A 都膳（両面タイプ） 
A面:うるみ   
B面:朱石目額渕黒 強化塗
セット ¥13,500 （55×55×23.3）梱10
盆のみ ¥9,000

A 宴足 ¥4,500 梱20 A D.X徳川膳 朱乾漆渕唐草
セット  ¥13,000 （55×55×26.3）梱10	
盆のみ  ¥8,500

A D.X徳川膳 金梨地渕唐草
セット  ¥13,300 （55×55×26.3）梱10	
盆のみ  ¥8,800

A 白山膳 色紙金箔渕黒唐草
セット ¥14,400 （60×60×25.7）	梱10	
盆のみ  ¥9,900

A 白山膳 グリーン石目渕黒石目 
唐草 強化塗

セット  ¥14,600 （60×60×25.7）	梱10	
盆のみ  ¥10,100

B面

A面

A 徳川膳（両面タイプ） 
A面:金梨地 
B面:朱石目 強化塗

セット  ¥13,000 （55×55×23）梱10	
盆のみ  ¥8,400

⓭ 1-31-1A

⓰ 1-27-1A
⓱ ⓲ 

A 徳川膳（両面タイプ） 
A面:ツイシュ 
B面:朱渕黒
セット  ¥14,800 （55×55×23）梱10	
盆のみ  ¥10,200

❾ 1-30-1A

⓫ ❿ ⓬ 

❷ 1-28-1A

❸ ❹ 

❺ 1-27-1A ❻ ❼ ❽ 

❶ 1-28-1B

1-28-1 1-28-4

1-29-3
1-29-21-29-1

1-30-1

1-31-1 1-31-2

1-31-3 1-31-4

1-30-2 1-30-3

太閤膳
（片面タイプ）
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お

膳

31-849瑞宝膳・龍宮膳・尺9寸角万葉膳

A面

B面

A面

B面B面

A面

龍宮膳（両面タイプ）

●�写真の様に積み重ね
ができますので、お料
理をのせて運べます。

●�足同士積み重ねOK

 ❶ A 瑞宝長手本膳 金箔
  セット  ¥15,500	（58.5×47.5×24）	 梱10
 1-33-1  盆のみ  ¥7,300	（54.8×43.7×1.3）	 梱20
 1-33-1A 足のみ 黒塗  ¥8,200	 梱5　

	 ❸ A 瑞宝仁の膳 金箔
  セット  ¥11,300（42×42×18.5）	梱10
 1-33-2  盆のみ  ¥5,000	 梱40

 1-33-2A 足のみ 黒塗  ¥6,300	 梱5　

 ❷ A 瑞宝長手本膳 金梨地唐草
  セット ¥15,700 （58.5×47.5×24）	梱10
 1-33-3  盆のみ ¥7,500 （54.8×43.7×1.3）	梱20
 1-33-1A 足のみ 黒塗 ¥8,200 	 梱5　

 ❹ A 瑞宝角仁の膳 金梨地唐草
  セット  ¥11,800 （42×42×18.5）	梱10
 1-33-4  盆のみ  ¥5,500 	 梱20

 1-33-2A 足のみ 黒塗  ¥6,300 	 梱5　

 ❺ A 瑞宝角本膳 金梨地唐草
  セット ¥17,400 （58×58×24）	 梱10

 1-33-5　 盆のみ ¥9,100 （54.5×54.5×1.3）	梱20
 1-33-5A 足のみ 黒塗 ¥8,300 	 梱5　

  ❻ A 龍宮角膳（両面タイプ） 
   A面:茶パール 
   B面:黒石目天銀 強化塗

   セット  ¥18,000 
   	 （59×59×29.5）
 1-33-6 盆のみ  ¥9,000 
   	 （54.8×54.8×3）	梱10
 1-33-6A 足のみ 黒塗  ¥9,000  梱5　

  ❼ A 龍宮角仁の膳（両面タイプ） 
   A面:グレー/シルバー塗り分け 
   B面:黒石目天銀 強化塗

   セット  ¥13,400 
    （42.5×42.5×20.5）
 1-33-7 盆のみ  ¥7,100 
		 	 	 （39.3×39.3×2.7）	 梱20

 1-33-2A 足のみ 黒塗 ¥6,300  梱5　

   ❽ A 龍宮長手膳（両面タイプ） 
    A面:ベージュ石目天黒 強化塗  
    B面:紺石目天金 強化塗

    セット   ¥17,900 
       （59×48.5×29.5）
 1-33-8 盆のみ   ¥9,000 
 		 	 		 	 （54.8×43.7×3.5）	 梱20
 1-33-8A 足のみ 黒塗 ¥8,900  梱5　

尺9寸角万葉膳（両面タイプ）

A面

B面

●�

料
理
を
の
せ
て
も
積
み
重
ね
Ｏ
Ｋ

●� 足同士積み重ねOK

A 万葉足 ¥5,500 梱10

A 尺9寸角万葉膳（両面タイプ） 
A面:ブルー銀パール  
B面:銀梨地額渕唐草
セット ¥15,600 （57.6×57.6×25.6）梱10	
盆のみ ¥10,100

A 尺9寸角万葉膳（両面タイプ） 
A面:グレー/シルバー塗り分け 
B面:朱ハード額渕唐草
セット ¥15,900
（57.6×57.6×25.6）梱10
盆のみ ¥10,400

A面

B面

❾ 1-34-1A

❿ ⓫ 

1-34-1 1-34-2

瑞宝膳
（片面タイプ）
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31-850ひな段膳・高砂膳・半月大名膳・D.X扇面膳

●�お盆同士積み重ねOK ●�足同士積み重ねOK

2尺4寸高砂膳
（片面タイプ）

尺8寸高砂膳
（片面タイプ）

お盆と足が別々になり、それぞれ重ねて
収納でき、スペースをとりません。

●�足同士積み重ねOK ●�お盆同士積み重ねOK

A ひな段膳 梨地唐草
セット ¥16,600
（53×53×30）梱10
盆のみ ¥11,000 

A ひな段膳 黒石目唐草 強化塗
セット ¥16,600（53×53×30）梱10
盆のみ  ¥11,000 

A 2尺4寸高砂膳  
金梨地天唐草
セット  ¥14,600
（72.5×46×27.2）梱10
盆のみ  ¥8,300

A 2尺4寸高砂膳  
朱石目天唐草 強化塗
セット  ¥15,300
（72.5×46×27.2）梱10
盆のみ  ¥9,000

A 2尺4寸高砂膳  
黒石目渕朱天唐草 強化塗
セット  ¥15,300
（72.5×46×27.2）梱10
盆のみ  ¥9,000

A 尺8寸高砂膳  
梨地唐草
セット ¥8,600
（55.5×40.5×22.6）梱10
盆のみ ¥5,400 

A 尺8寸高砂膳  
朱乾漆唐草
セット ¥9,550
（55.5×40.5×22.6）梱10
盆のみ ¥6,350

1-32-1A
❶ A ひな段足 
¥5,600	梱20

1-35-1A
❹ A 2尺4寸足
¥6,300 梱10

A 尺8寸足
¥3,200 梱20

半月大名膳（両面タイプ）

D.X扇面膳（片面タイプ）

足が高く
なりました。
足の高さには、
4タイプあります。
お選び下さい。 ●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

A面

B面

A面

B面

A D.X扇面膳  
金梨地渕竹天唐草　新足
セット  ¥12,800 （68.5×47.5×25）梱10
盆のみ  ¥8,600

A D.X扇面膳 鶴　新足
セット  ¥14,300
（68.5×47.5×25）梱10
盆のみ  ¥10,100

A 半月大名膳 
（両面タイプ）  新足
A面:合作牡丹 
B面:朱渕黒
セット ¥12,700 （56×48.8×25）梱10
盆のみ  ¥8,500

A 半月大名膳 
（両面タイプ）新足
A面:雲梨地 
B面:グリーン石目天黒 強化塗
セット ¥13,600 （56×48.8×25）梱10
盆のみ ¥9,400

写真は半月大名膳を使用していますが、D.X扇面膳も足の高さは、4タイプ利用できます。

※写真は新足を使用しています。

A 新足 ¥4,250
（50.7×38.6×23）梱20

A 大和足 ¥3,600
（51.2×39.2×18.3）梱20

A 高足 30H ¥4,900
（51.5×39.5×30.5）梱10

A 高足 40H ¥5,900
（54×42×40）梱10

⓱ ⓲ 

⓯ 
⓰ 

⓬ 1-22-1B⓫ 1-22-1A ⓭ 1-22-1C ⓮ 1-22-1D

❽ 1-35-5A

❺ ❻ ❼ 

❾ 

❿ 

❷ 

❸ 

1-32-2

1-32-1

1-35-5

1-35-6
1-35-31-35-21-35-1

1-37-4
1-37-5

1-37-31-37-1

ひな段膳（片面タイプ）
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お

膳

31-851

A ニュー信愛膳 雲梨地
セット ¥7,900（55.2×42.4×26）梱20
盆のみ ¥4,100 

A ニュー信愛膳  
朱石目天黒 強化塗
セット ¥8,300
（55.2×42.4×26）梱20
盆のみ  ¥4,500 

A ニュー信愛膳 このは
セット ¥9,700（55.2×42.4×26）梱20
盆のみ ¥5,900 

A ニュー信愛膳 金ツイシュ
セット ¥10,300（55.2×42.4×26）梱20
盆のみ ¥6,500

A ニュー信愛膳足
¥3,600 梱20

A ニュー信愛膳 本津軽
セット  ¥10,800
（55.2×42.4×26）梱20
盆のみ ¥7,000

●�足同士積み重ねOK

●�お盆同士積み重ねOK

手付大名膳（片面タイプ）

A 手付大名膳 雲梨地
セット ¥8,900	
	 （56.5×42.9×22）梱20
盆のみ ¥5,000 

A 手付足 
¥3,900 
（54.3×42.3×23）梱10

A 手付大名膳 グリーン乾漆波
セット ¥8,900
（56.5×42.9×22）梱20
盆のみ ¥5,000 

2尺長手やまびこ膳（片面タイプ）

●�写真の様に積み重ねて
収納が出来ます。

A 2尺長手やまびこ膳 
梨地天アジロ
セット  ¥13,350 （60×48×26）梱10
盆のみ ¥7,600

A やまびこ足 ¥5,750 梱10

A 2尺長手やまびこ膳 
朱石目唐草 強化塗
セット  ¥13,550 （60×48×26）梱10
盆のみ ¥7,800

●�足同士積み重ねOK ●�お盆同士積み重ねOK

A 加賀膳 金梨地
セット ¥5,650
（54.1×40.1×23.5）梱20
盆のみ ¥3,150 

A 加賀膳 雲梨地
セット ¥5,700
（54.1×40.1×23.5）梱20
盆のみ ¥3,200 

A 加賀膳 グリーンパール天朱
セット ¥5,900
（54.1×40.1×23.5）梱20
盆のみ ¥3,400 A 加賀膳 茶パール石目 強化塗

セット ¥6,400（54.1×40.1×23.5）梱20
盆のみ ¥3,900 

A 加賀足 ¥2,500

A 加賀膳 金ツイシュ
セット ¥7,800
（54.1×40.1×23.5）梱20
盆のみ ¥5,300 

加賀膳（片面タイプ）

❶ 1-38-1A

⓰
1-39-6A

⓱ 

⓲ 

❽ 

❾ 

⓫ 

⓬ 

⓭ 

⓮ 

⓯ 

❼ 1-38-6A
❿ 1-39-1A

❷ 

❸ 

❹ ❺ 
❻ 

ニュー信愛膳・やまびこ膳・加賀膳・手付大名膳

1-38-1

1-38-2

1-38-51-38-41-38-3

1-39-1

1-39-2

1-38-6

1-38-7

1-39-5
1-39-7

1-39-6

1-39-4

1-39-3

ニュー信愛膳（片面タイプ）
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31-852

A 尺8寸平安膳 黒に金牡丹 
¥7,200（54.1×39.3×23）梱10

●��写真の様にお膳を�
重ねて収納が出来ます。

●��写真の様に簡単に�
折りたためます。

A 新平安膳 雲梨地 
¥6,400（54.3×42.3×23）梱10

A 新平安膳 金梨地 
¥6,400（54.3×42.3×23）梱10 A 新平安膳 日の出雲 

¥6,700（54.3×42.3×23）梱10

A 新平安膳 茶パール石目 強化塗

¥6,800（54.3×42.3×23）梱10

A 新平安膳 梨地御所車 
¥7,000（54.3×42.3×23）梱10

A 新平安膳 ツイシュ 
¥8,200（54.3×42.3×23）梱10

尺7寸平安膳

2尺平安膳

●積み重ね図

●�尺7寸･尺8寸足折り図 ●2尺足折り図

A 尺8寸平安膳 雲梨地 
¥6,800（54.1×39.3×23）梱10

A 尺8寸平安膳 金虫喰 
¥8,600（54.1×39.3×23）梱10

A 尺8寸平安膳 ツイシュ 
¥8,600（54.1×39.3×23）梱10

A 尺7寸平安膳 雲梨地 
¥6,750（51.4×36.3×23）梱10

A 尺7寸平安膳 うるし木目 
¥8,200（51.4×36.3×23）梱10

A 2尺平安膳 雲梨地 
¥16,800（60.3×45.5×24）梱5

A 2尺平安膳 ツイシュ 
¥18,800（60.3×45.5×24）梱5

尺8寸平安膳

❼ 1-41-2

❾ 1-41-1

❽ 1-41-3

❿ 1-41-4

⓫ 1-41-5 ⓬ 1-41-6

⓭ 1-41-7 ⓮ 1-41-8

❶ 1-40-1
❷ 1-40-2

❸ 1-40-3

❹ 1-40-4 ❺ 1-40-5 ❻ 1-40-6

新平安膳・平安膳
【尺8寸×尺4寸】（折畳足）新平安膳
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  A 満月膳 朱八雲 
1-36-4 尺5寸 ¥15,200（44.8φ×30.6）梱10
1-36-5 尺6寸 ¥17,500（48φ×30.6） 梱10
1-36-6 尺7寸 ¥19,500（51φ×30.6） 梱10

	 	 A 満月膳 溜 S･S塗  脚 黒 P･T塗

1-36-10 尺5寸 ¥17,200（44.8φ×30.6） 梱10
1-36-11 尺6寸 ¥19,500（48φ×30.6） 梱10
1-36-12 尺7寸 ¥22,000（51φ×30.6） 梱10

  A 満月膳  
  黒石目 強化塗

1-36-1 尺5寸  ¥14,200
（44.8φ×30.6）梱10

1-36-2 尺6寸  ¥16,000
（48φ×30.6）梱10

1-36-3 尺7寸  ¥17,500
（51φ×30.6）梱10

錦膳・満月膳・FRPテーブル膳

安定性もあり、収納スペースもとりません。

●�取りはずし等は、写真
の様に軽く回してワン
タッチです。

●� 写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

満月膳【尺5寸･尺6寸･尺7寸】

A 錦膳キング 金梨地天唐草	
セット ¥11,000
（58.7×46.7×24.2）梱10
盆のみ ¥5,500

A 錦仁の膳 金梨地天唐草 
セット ¥6,200
（39.5×30.7×17）梱20
盆のみ ¥3,000

A 錦膳キング グリーン石目 
天唐草 強化塗
セット ¥12,600
（58.7×46.7×24.2）梱10
盆のみ ¥7,100

A 錦仁の膳 グリーン石目 
天唐草 強化塗
セット ¥7,400
（39.5×30.7×17）梱20
盆のみ ¥4,200

❻ ❼

FRPテーブル膳

2尺角 PAT.P商品

2尺5寸長手	PAT.P商品

2尺5寸角	PAT.P商品

材質が盆、足共に割れにくく
熱に強い FRP樹脂です。
衝撃に大変強く陶器類を
乗せても傷がつきにくいです。
またタバコの火でも汚れません。
（耐熱温度120℃、洗浄機OK）

足の高さは2通りありますので、ご注文の時は高足又は低足と御申しつけ下さい。（盆を足にのせた時の寸法です。）

●�お盆同士積み重ねOK ●�足同士積み重ねOK

FRP 2尺角膳  
ハード黒石目/朱石目 市松塗 
セット 	¥43,500	
盆のみ 	¥16,500
（60.5×60.5×2.5）梱5

FRP 2尺角膳 ツイシュ 
セット 	¥46,000	
盆のみ  ¥19,000
（60.5×60.5×2.5）梱5

2尺角用高足 黒石目 ¥27,000（60.5×60.5×H35.3）	梱5
2尺角用低足 黒石目 ¥27,000（60.5×60.5×H26）	 梱5

足の高さは2通りありますので、ご注文の時は高足又は低足と御申しつけ下さい。（盆を足にのせた時の寸法です。）
2尺5寸長手用高足 黒石目 ¥28,000（74.9×59.9×H36.2）	梱5
2尺5寸長手用低足 黒石目 ¥28,000（74.9×59.9×H26）	 梱5

⓬ 
FRP 2尺5寸長手テーブル膳  
ハード総茶石目 
セット 	¥60,000	
盆のみ 	¥32,000
（74.9×59.9×3.5）梱5

FRP 2尺5寸長手テーブル膳  
ハード黒石目/朱石目 市松塗 
セット 	¥61,500	
盆のみ 	¥33,500
（74.9×59.9×3.5）梱5

足の高さは2通りありますので、ご注文の時は高足又は低足と御申しつけ下さい。（盆を足にのせた時の寸法です。）
2尺5寸角用高足 黒石目 ¥28,500（74.9×74.9×H36.2）	梱5
2尺5寸角用低足 黒石目 ¥28,500（74.9×74.9×H26）	 梱5

FRP 2尺5寸角テーブル膳  
ハード総茶石目 
セット 	¥64,000	
盆のみ 	¥35,500
（74.9×74.9×3.5）梱5

FRP 2尺5寸角テーブル膳  
総堆朱 
セット 	¥71,800	
盆のみ 	¥43,300 
（74.9×74.9×3.5）梱5

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。

❺

❶ ❷ ❸ ❹ 

❽ 1-43-1A
❾ 1-43-1B

❿ 1-43-3A
⓫ 1-43-3B

⓯ 1-43-5A
⓰ 1-43-5B

⓮ 

⓱ 

⓭ 

⓲ ⓳ 

1-42-81-42-7
1-42-61-42-5

1-43-41-43-3

1-43-61-43-5
1-43-2

1-43-1

錦膳
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31-854胴張膳 ･仁の膳 ･角両面膳・喰初膳

A面 A面 A面

B面 B面 B面

A-1-3
❼ A 尺0寸胴張仁の膳 黒（猫足型） 
¥4,100（30.3×30.3×12.5）梱10

A-1-4
❽ A 尺2寸胴張本膳 黒（猫足型） 
¥4,800（36.4×36.4×14.4）梱10

1-44-1
❶ A 尺0寸胴張仁の膳 黒 
¥4,100（30.3×30.3×13.7）梱10

1-44-3
❷ A 尺2寸胴張本膳 黒 
¥4,800（36.4×36.4×15）梱10

1-44-2
❸ A 尺0寸胴張仁の膳 朱天黒 
¥4,100（30.3×30.3×13.7）梱10

1-44-4
❹ A 尺2寸胴張本膳 朱天黒 
¥4,800（36.4×36.4×15）梱10

A 尺5寸長手足付膳 朱天黒 
¥6,100
（45.6×31.9×15.3）梱5

A 尺6寸長手足付膳 朱天黒 
¥6,300
（48.3×36.2×15.3）梱5

A 尺7寸長手足付膳 朱天黒 
¥6,700
（51.4×36.3×15.4）梱5

A 徳川仁の膳（両面タイプ）  
A面:梨地渕朱  
B面:朱天黒 
セット 	¥7,000
（36.5×36.5×19.5）梱20	
盆のみ 	¥4,200

A 尺1寸角両面膳（両面タイプ）  
A面:グリーン石目 強化塗  
B面:金梨地天黒 
セット 	¥6,650
（33.3×33.3×16.5）梱40	
盆のみ  ¥3,950

A 尺5寸角両面膳（両面タイプ）  
A面:グリーン石目 強化塗  
B面:グレー石目 強化塗
セット 	¥10,200
（45.5×45.5×22.5）梱20
盆のみ    	¥6,400

足同士積み重ねOK

足同士積み重ねOK

A 尺0寸角膳用 足（ 1-73-18 1-45-9 用足）
¥2,450（30×30×10.7）梱40

A 尺2寸角膳用 足 
（ 1-73-20 1-45-10 用足）
¥2,850 
（35.5×35.5×13.6）梱30

M 尺0寸仁の膳  
雲梨地（ネジ足）
¥4,150
（30×30×8.5）梱40

M 尺2寸会席本膳  
雲梨地（ネジ足） 
¥4,650
（36.6×36.6×13）梱30

M 尺0寸仁の膳  
金梨地（ネジ足） 
¥4,150
（30×30×8.5）梱40

M 尺2寸会席本膳  
金梨地（ネジ足） 
¥4,650
（36.6×36.6×13）梱30

A 尺0寸角膳 木目 
セット 	¥4,150
（30×30×12）梱30
盆のみ 	¥1,700

A 尺2寸角膳 木目 
セット 	¥5,000
（36×36×15）梱20
盆のみ		¥2,150

A 尺0寸角膳 雲梨地 
セット 	¥4,050
（30×30×12）梱30
盆のみ 	¥1,600

A 尺2寸角膳 雲梨地 
セット 	¥4,850
（36×36×15）梱20
盆のみ 	¥2,000

A 百万石仁の膳 朱 
¥3,300
（41×30×18）梱40

A 百万石仁の膳  
金梨地 
¥3,650
（41×30×18）梱40

A 新胴張角膳 黒天金 
¥5,000（36.4×36.4×14.4）梱10

A 新胴張角膳 朱天金 
¥5,000（36.4×36.4×14.4）梱10

仁の膳

本膳

喰初膳

仁の膳

M 尺0寸角仁の膳 黒内朱天黒 
¥3,150 （30×30×4.6）梱40

M 尺2寸角仁の膳 黒内朱天黒 
¥3,700 （36.1×36.1×5）梱40

M 尺2寸角厚型仁の膳 黒内朱天黒	
¥4,050	（36.1×36.1×6.3）梱30

お喰初膳セット 総朱（男の子用）
¥11,900 梱10
A 喰初膳 （27.7×27.7×5.8）
A 飯椀  （10φ×5.8）
A 汁椀  （9.3φ×7.2）
A 平椀  （11φ×5.6）
A つぼ椀 （8.5φ×6.4）
M 高槻  （8.4φ×5）

お喰初膳セット 黒内朱（女の子用）
¥11,900 梱10
A 喰初膳 （27.7×27.7×5.8）
A 飯椀  （10φ×5.8）
A 汁椀  （9.3φ×7.2）
A 平椀 （11φ×5.6）
A つぼ椀 （8.5φ×6.4）
M 高槻  （8.4φ×5）

新胴張角膳

A-12-37
� 木 お喰初膳用 箸 朱（17.7）
¥350 A-12-39

� 木 お喰初膳用 箸 黒（17.7）
¥350 

※ロットによって、多少色が異なる場合がございます。

❾ 1-44-5 ❿ 1-44-6 ⓫ 1-44-7

⓬ ⓭ ⓮ 

⓯ 1-45-11

⓰ 1-45-12

❺ A-3-61 ❻ A-3-62

� A-2-29

� A-2-30

� A-2-31

� 1-45-1

� 
1-45-2

� 1-45-3 � 1-45-4 � 1-45-5 � 1-45-6

⓱ ⓲ ⓳ ⓴ 

� A-2-27 � A-2-28

1-44-10

1-45-101-73-20 1-45-91-73-18

1-44-91-44-8
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31-855木製テーブル座卓・高椅子

●❷ A-11-30
木 宴高椅子
ベージュ（レザー）SH35
¥21,000
（47×57×H68×SH35）

●❹ A-11-31
木 立山高椅子
ワイン（レザー）SH35
¥21,000
（47×57×H70×SH35）

●❶ A-1-35A
木 木製テーブル座卓 8本脚
2人膳 メラミン黒木目 （H型脚）幕板なし
¥143,500
（120×90×H60/H32.5）

●❸ A-3-85K
木 木製テーブル座卓 8本脚
3人膳 メラミン茶木目 ずり脚（ 型）幕板付
¥116,000
（180×55×H60/H32.5）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。

お膳.indb   855 2019/07/04   14:33:53



家

具

31-856木製テーブル座卓・高椅子

●❶ A-3-93K
木 木製テーブル座卓 8本脚
4人膳 メラミン茶木目 ずり脚（ 型）幕板なし
¥163,000
（150×90×H70/H32.5）

●❸ A-4-4A
木 木製テーブル座卓 8本脚
6人膳 メラミン黒木目 新ずり脚（ 型）幕板なし
¥160,000
（180×90×H60/H32.5）

●❷ A-11-54
木 立山高テーブル椅子
ブラック（レザー）SH43
¥23,000
（47×57×H78×SH43）

●❹ A-11-29
木 立山高椅子
グリーン（布）SH35
¥21,000
（47×57×H70×SH35）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-857木製テーブル座卓	8本脚（H型脚）

裏面

60H

12060

120

60H

150

90

32.5H

32.5H

150
90

60

天板柄（黒木目）

●❶ A-1-31A
木 木製テーブル座卓 8本脚
2人膳 メラミン黒木目（H型脚）幕板なし
¥97,500
（120×60×H60/H32.5）

天板柄（黒乾漆）

●❷ A-1-36B
木 木製テーブル座卓 8本脚
4人膳 メラミン黒乾漆（H型脚）幕板なし
¥159,500
（150×90×H60/H32.5）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。

※互い違い脚（873ページ参照）
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31-858

座卓テーブル60H/70H 高さ 寸法 品番 Ⓐ黒木目
Ⓑ黒乾漆Ⓒ茶乾漆Ⓓケヤキ
Ⓕ唐彩Ⓚ茶木目Ⓛグリーン乾漆
ⓄグリーンⓅ桧

Ⓗ緑姫子Ⓜ黒姫子
Ⓝグレー姫子

2人膳 （8本脚）
座卓使用時の高さ32.5cm

※ 120cm幅は互い違い脚になります。 
（873ページ参照）

H60cm
用

幕
板
な
し

120×45×H60/H32.5 A-1-29 ￥83,000 ￥86,000 ￥92,000

120×55×H60/H32.5 A-3-63 ￥97,500 ￥99,500 ￥112,500

120×60×H60/H32.5 A-1-31 ￥97,500 ￥99,500 ￥112,500

幕
板
付

150×45×H60/H32.5 A-1-30 ￥96,500 ￥99,500 ￥107,500

150×55×H60/H32.5 A-3-64 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

150×60×H60/H32.5 A-1-32 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

H70cm
用

幕
板
な
し

120×45×H70/H32.5 A-3-65 ￥84,500 ￥89,000 ￥94,000

120×55×H70/H32.5 A-3-66 ￥99,500 ￥101,500 ￥114,000

120×60×H70/H32.5 A-3-67 ￥99,500 ￥101,500 ￥114,000

幕
板
付

150×45×H70/H32.5 A-3-68 ￥99,000 ￥101,000 ￥109,000

150×55×H70/H32.5 A-3-69 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

150×60×H70/H32.5 A-3-70 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

3人膳（8本脚）
幕板付

H60cm
用

幕
板
付

180×45×H60/H32.5 A-1-33 ￥97,000 ￥99,500 ￥109,500

180×55×H60/H32.5 A-3-71 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

180×60×H60/H32.5 A-1-34 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

H70cm
用

180×45×H70/H32.5 A-3-72 ￥99,000 ￥101,000 ￥112,000

180×55×H70/H32.5 A-3-73 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

180×60×H70/H32.5 A-3-74 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

4人膳（8本脚）
幕板なし

※ 120cm幅は互い違い脚になります。 
（873ページ参照）

H60cm
用

幕
板
な
し

120×90×H60/H32.5 A-1-35 ￥143,500 ￥151,500 ￥158,500

150×90×H60/H32.5 A-1-36 ￥155,500 ￥159,500 ￥168,000

H70cm
用

120×90×H70/H32.5 A-3-75 ￥146,500 ￥154,000 ￥161,000

150×90×H70/H32.5 A-3-76 ￥158,500 ￥163,000 ￥171,000

6人膳（8本脚） 
幕板なし

H60cm
用

幕
板
な
し

180×90×H60/H32.5 A-1-37 ￥160,000 ￥164,500 ￥172,000

H70cm
用 180×90×H70/H32.5 A-3-77 ￥162,500 ￥167,500 ￥175,000

8本脚（H型脚） 〔メラミン化粧天板〕　
8本脚・ずり脚（  型 ） 

〔メラミン化粧天板〕
8本脚・新ずり脚 型  

〔メラミン化粧天板〕

8本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

木製テーブル座卓価格表
御注文の際は商品サイズをよくご確認の上、商品番号に続いて、
P.873より天板カラーをご指定下さい。

JAPANESE FURNITURE 国産品

座卓使用時の高さ32.5cm

座卓使用時の高さ32.5cm

座卓使用時の高さ32.5cm

8本脚（H型脚） 〔メラミン化粧天板〕　（㊟120以下には幕板を付ける事はできません。）

45〜60cm 120〜150cm

45〜60cm 180cm

90cm
120〜150cm

P.7 P.8 P.17 P.18

90cm 180cm

P.7 P.8 P.17 P.18

単価一覧表

8本脚（H型脚） 〔メラミン化粧天板〕　
8本脚・ずり脚（  型 ） 

〔メラミン化粧天板〕
8本脚・新ずり脚 型  

〔メラミン化粧天板〕

8本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-859 木製テーブル座卓 8 本脚・ずり脚（ 型）

裏面

60H

18055

55
180

32.5H

90 180

32.5H

60H

180
90

●❶ A-3-85K
木 木製テーブル座卓 8本脚
3人膳 メラミン茶木目 ずり脚（ 型）幕板付
¥116,000
（180×55×H60/H32.5）

●❷ A-3-94A
木 木製テーブル座卓 8本脚
6人膳 メラミン黒木目 ずり脚（ 型）幕板なし
¥160,000
（180×90×H60/H32.5）

天板柄（茶木目）

天板柄（黒木目）

○幕板付きなので、お客様の足元の目かくしになります。

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-860

座卓テーブル60H/70H 高さ 寸法 品番 Ⓐ黒木目
Ⓑ黒乾漆Ⓒ茶乾漆Ⓓケヤキ
Ⓕ唐彩Ⓚ茶木目Ⓛグリーン乾漆
ⓄグリーンⓅ桧

Ⓗ緑姫子Ⓜ黒姫子
Ⓝグレー姫子

2人膳 （8本脚）
幕板付

H60cm
用

幕
板
付

150×45×H60/H32.5 A-3-78 ￥96,500 ￥99,500 ￥107,500

150×55×H60/H32.5 A-3-79 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

150×60×H60/H32.5 A-3-80 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

H70cm
用

幕
板
付

150×45×H70/H32.5 A-3-81 ￥99,000 ￥101,000 ￥109,000

150×55×H70/H32.5 A-3-82 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

150×60×H70/H32.5 A-3-83 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

3人膳（8本脚）
幕板付

H60cm
用

幕
板
付

180×45×H60/H32.5 A-3-84 ￥97,000 ￥99,500 ￥109,500

180×55×H60/H32.5 A-3-85 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

180×60×H60/H32.5 A-3-86 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

H70cm
用

幕
板
付

180×45×H70/H32.5 A-3-87 ￥99,000 ￥101,000 ￥112,000

180×55×H70/H32.5 A-3-88 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

180×60×H70/H32.5 A-3-89 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

4人膳（8本脚）
幕板なし H60cm

用 150×90×H60/H32.5 A-3-91 ￥155,500 ￥159,500 ￥168,000

H70cm
用 150×90×H70/H32.5 A-3-93 ￥158,500 ￥163,000 ￥171,000

6人膳（8本脚） 幕板なし

H60cm
用 180×90×H60/H32.5 A-3-94 ￥160,000 ￥164,500 ￥172,000

H70cm
用 180×90×H70/H32.5 A-3-95 ￥162,500 ￥167,500 ￥175,000

木製テーブル座卓価格表

座卓使用時の高さ32.5cm

座卓使用時の高さ32.5cm

45〜60cm 180cm

45〜60cm 150cm

座卓使用時の高さ32.5cm

P.7 P.8 P.17 P.18

90cm
150cm

P.7 P.8 P.17 P.18

90cm 180cm

JAPANESE FURNITURE 国産品御注文の際は商品サイズをよくご確認の上、商品番号に続いて、
P.873より天板カラーをご指定下さい。

単価一覧表

座卓使用時の高さ32.5cm

メラミン化粧天板カラー見本

8本脚・ずり脚（  型 ） 〔メラミン化粧天板〕

8本脚（H型脚） 〔メラミン化粧天板〕　
8本脚・ずり脚（  型 ） 

〔メラミン化粧天板〕
8本脚・新ずり脚 型  

〔メラミン化粧天板〕

8本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

8本脚（H型脚） 〔メラミン化粧天板〕　
8本脚・ずり脚（  型 ） 

〔メラミン化粧天板〕
8本脚・新ずり脚 型  

〔メラミン化粧天板〕

8本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

Ⓒ茶乾漆 Ⓓケヤキ Ⓕ唐彩 Ⓗ緑姫子Ⓐ黒木目 Ⓚ茶木目 Ⓜ黒姫子Ⓛグリーン乾漆 Ⓟ桧Ⓑ黒乾漆 Ⓝグレー姫子Ⓞグリーン

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-861 木製テーブル座卓 8本脚・新ずり脚（ 型）

裏面

60H

150
90

90
150

32.5H

32.5H

18090

●❶ A-4-8B
木 木製テーブル座卓 8本脚
4人膳 メラミン黒乾漆 新ずり脚（ 型）幕板なし
¥159,500
（150×90×H60/H32.5）

60H

180
90

天板柄（黒木目）

●❷ A-4-4A
木 木製テーブル座卓 8本脚
6人膳 メラミン黒木目 新ずり脚（ 型）幕板なし
¥160,000
（180×90×H60/H32.5）

天板柄（黒乾漆）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-862木製テーブル座卓価格表

座卓テーブル60H/70H 高さ 寸法 品番 Ⓐ黒木目
Ⓑ黒乾漆Ⓒ茶乾漆Ⓓケヤキ
Ⓕ唐彩Ⓚ茶木目Ⓛグリーン乾漆
ⓄグリーンⓅ桧

Ⓗ緑姫子Ⓜ黒姫子
Ⓝグレー姫子

2人膳 （8本脚）
幕板付

H60cm
用

幕
板
付

150×45×H60/H32.5 A-12-28 ￥96,500 ￥99,500 ￥107,500

150×55×H60/H32.5 A-4-14 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

150×60×H60/H32.5 A-12-29 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

H70cm
用

幕
板
付

150×45×H70/H32.5 A-11-80 ￥99,000 ￥101,000 ￥109,000

150×55×H70/H32.5 A-11-81 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

150×60×H70/H32.5 A-11-82 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

3人膳（8本脚）
幕板付

H60cm
用

幕
板
付

180×45×H60/H32.5 A-11-83 ￥97,000 ￥99,500 ￥109,500

180×55×H60/H32.5 A-4-10 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

180×60×H60/H32.5 A-11-84 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

H70cm
用

幕
板
付

180×45×H70/H32.5 A-11-85 ￥99,000 ￥101,000 ￥112,000

180×55×H70/H32.5 A-11-86 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

180×60×H70/H32.5 A-11-87 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

4人膳（8本脚）
幕板なし H60cm

用 150×90×H60/H32.5 A-4-8 ￥155,500 ￥159,500 ￥168,000

H70cm
用 150×90×H70/H32.5 A-11-88 ￥158,500 ￥163,000 ￥171,000

6人膳（8本脚） 幕板なし

H60cm
用 180×90×H60/H32.5 A-4-4 ￥160,000 ￥164,500 ￥172,000

H70cm
用 180×90×H70/H32.5 A-11-89 ￥162,500 ￥167,500 ￥175,000

JAPANESE FURNITURE 国産品御注文の際は商品サイズをよくご確認の上、商品番号に続いて、
P.873より天板カラーをご指定下さい。

単価一覧表

座卓使用時の高さ32.5cm

座卓使用時の高さ32.5cm

座卓使用時の高さ32.5cm

メラミン化粧天板カラー見本

8本脚・新ずり脚 型  〔メラミン化粧天板〕

45〜60cm 180cm

45〜60cm 150cm

座卓使用時の高さ32.5cm

P.7 P.8 P.17 P.18

90cm
150cm

P.7 P.8 P.17 P.18

90cm 180cm

Ⓒ茶乾漆 Ⓓケヤキ Ⓕ唐彩 Ⓗ緑姫子Ⓐ黒木目 Ⓚ茶木目 Ⓜ黒姫子Ⓛグリーン乾漆 Ⓟ桧Ⓑ黒乾漆 Ⓝグレー姫子

8本脚（H型脚） 〔メラミン化粧天板〕　
8本脚・ずり脚（  型 ） 

〔メラミン化粧天板〕
8本脚・新ずり脚 型  

〔メラミン化粧天板〕

8本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

8本脚（H型脚） 〔メラミン化粧天板〕　
8本脚・ずり脚（  型 ） 

〔メラミン化粧天板〕
8本脚・新ずり脚 型  

〔メラミン化粧天板〕

8本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

Ⓞグリーン

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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60H

18090

32.5H

18090

家

具

31-863 木製テーブル座卓８本脚・新Ｗ型脚（実用新案登録済）

新W型脚のメリット
・�脚の折畳は和脚と洋脚ともにお一人で簡単に折畳む事が出
来ます。
・�特に長い脚の洋脚タイプは金具が1ヶ所になるため、折畳み
の作業がとても楽になりました。
・�脚がスリムになったため、従来の商品より軽くなりました。（約
10％Down）
・�脚が邪魔しにくいのでお客様の出入りがスムーズ

➡
従来品は2台つなげても4名分

デッドスペース
新W型脚は2台つなげて片側5名座れます！

（W1500タイプの場合）

裏面

●❶ A-12-19A
木 木製テーブル座卓 8本脚
6人膳 メラミン黒木目
新W型ずり脚（ 型）幕板なし
¥160,000
（180×90×H60/H32.5）

天板柄（黒木目）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-864木製テーブル座卓価格表

座卓テーブル60H/70H 高さ 寸法 品番 Ⓐ黒木目
Ⓑ黒乾漆Ⓒ茶乾漆Ⓓケヤキ
Ⓕ唐彩Ⓚ茶木目Ⓛグリーン乾漆
ⓄグリーンⓅ桧

Ⓗ緑姫子Ⓜ黒姫子
Ⓝグレー姫子

2人膳 （8本脚）
幕板付

H60cm
用

幕
板
付

150×45×H60/H32.5 A-12-5 ￥96,500 ￥99,500 ￥107,500

150×55×H60/H32.5 A-12-6 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

150×60×H60/H32.5 A-12-7 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

H70cm
用

幕
板
付

150×45×H70/H32.5 A-12-8 ￥99,000 ￥101,000 ￥109,000

150×55×H70/H32.5 A-12-9 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

150×60×H70/H32.5 A-12-10 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

3人膳（8本脚）
幕板付

H60cm
用

幕
板
付

180×45×H60/H32.5 A-12-11 ￥97,000 ￥99,500 ￥109,500

180×55×H60/H32.5 A-12-12 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

180×60×H60/H32.5 A-12-13 ￥114,000 ￥116,000 ￥127,000

H70cm
用

幕
板
付

180×45×H70/H32.5 A-12-14 ￥99,000 ￥101,000 ￥112,000

180×55×H70/H32.5 A-12-15 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

180×60×H70/H32.5 A-12-16 ￥115,500 ￥118,000 ￥128,500

4人膳（8本脚）
幕板なし H60cm

用 150×90×H60/H32.5 A-12-17 ￥155,500 ￥159,500 ￥168,000

H70cm
用 150×90×H70/H32.5 A-12-18 ￥158,500 ￥163,000 ￥171,000

6人膳（8本脚） 幕板なし

H60cm
用 180×90×H60/H32.5 A-12-19 ￥160,000 ￥164,500 ￥172,000

H70cm
用 180×90×H70/H32.5 A-12-20 ￥162,500 ￥167,500 ￥175,000

JAPANESE FURNITURE 国産品御注文の際は商品サイズをよくご確認の上、商品番号に続いて、
P.873より天板カラーをご指定下さい。

単価一覧表

座卓使用時の高さ32.5cm

座卓使用時の高さ32.5cm

座卓使用時の高さ32.5cm

8本脚・新W型ずり脚 〔メラミン化粧天板〕

45〜60cm 180cm

45〜60cm 150cm

座卓使用時の高さ32.5cm

P.7 P.8 P.17 P.18

90cm
150cm

P.7 P.8 P.17 P.18

90cm 180cm

テーブルの重量の目安
150×55×H60/H32.5　　約18kg
150×55×H70/H32.5　　約19kg

150×90×H60/H32.5　　約23kg
150×90×H70/H32.5　　約24kg

180×55×H60/H32.5　　約18kg
180×55×H70/H32.5　　約19kg

180×90×H60/H32.5　　約25kg
180×90×H70/H32.5　　約26kg

90×80×H60　　約9.5kg
90×80×H70　　約10kg

8本脚（H型脚） 〔メラミン化粧天板〕　
8本脚・ずり脚（  型 ） 

〔メラミン化粧天板〕
8本脚・新ずり脚 型  

〔メラミン化粧天板〕

8本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

8本脚（H型脚） 〔メラミン化粧天板〕　
8本脚・ずり脚（  型 ） 

〔メラミン化粧天板〕
8本脚・新ずり脚 型  

〔メラミン化粧天板〕

8本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-865 木製テーブル

裏面

60H

120

90

60H

90
90

天板柄（黒乾漆）

天板柄（唐彩）

●❶ A-4-32B
木 木製テーブル 4本脚
対面2人膳 メラミン黒乾漆
¥104,000
（90×90×H60）

●❷ A-1-93F
木 木製テーブル 4本脚
4人膳 メラミン唐彩（H型脚）
¥130,000
（120×90×H60）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。

※折脚（回り脚）
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31-866木製テーブル価格表

4本高脚 60H/70H 高さ 寸法 品番 Ⓐ黒木目
Ⓑ黒乾漆Ⓒ茶乾漆Ⓓケヤキ
Ⓕ唐彩Ⓚ茶木目Ⓛグリーン乾漆
ⓄグリーンⓅ桧

Ⓗ緑姫子Ⓜ黒姫子
Ⓝグレー姫子

2人膳　

※ 120cm幅は互い違い脚になります。 
（873ページ参照）

H60cm
用

幕
板
な
し

120×45×H60 A-1-87 ￥74,500 ￥82,000 ￥83,500

120×55×H60 A-4-15 ￥80,500 ￥88,000 ￥94,500

120×60×H60 A-1-89 ￥80,500 ￥88,000 ￥94,500

幕
板
付

150×45×H60 A-1-88 ￥80,000 ￥86,000 ￥97,000

150×55×H60 A-4-16 ￥96,500 ￥101,000 ￥112,000

150×60×H60 A-1-90 ￥96,500 ￥101,000 ￥112,000

H70cm
用

幕
板
な
し

120×45×H70 A-4-17 ￥77,500 ￥81,500 ￥87,500

120×55×H70 A-4-18 ￥84,000 ￥87,000 ￥96,000

120×60×H70 A-4-19 ￥84,000 ￥87,000 ￥96,000

幕
板
付

150×45×H70 A-4-20 ￥83,000 ￥88,000 ￥98,000

150×55×H70 A-4-21 ￥98,000 ￥102,500 ￥113,000

150×60×H70 A-4-22 ￥98,000 ￥102,500 ￥113,000

3人膳　幕板付

H60cm
用

幕
板
付

180×45×H60 A-1-91 ￥82,500 ￥86,000 ￥95,000

180×55×H60 A-4-23 ￥96,500 ￥101,000 ￥111,000

180×60×H60 A-1-92 ￥96,500 ￥101,000 ￥111,000

H70cm
用

幕
板
付

180×45×H70 A-4-24 ￥84,000 ￥88,000 ￥98,000

180×55×H70 A-4-25 ￥98,000 ￥102,500 ￥114,000

180×60×H70 A-4-26 ￥98,000 ￥102,500 ￥114,000

4人膳　幕板なし

※ 120cm幅は互い違い脚になります。 
（873ページ参照）

H60cm用

120×90×H60 A-1-93 ￥127,000 ￥130,000 ￥140,500

150×90×H60 A-1-94 ￥139,500 ￥142,000 ￥150,500

H70cm用

120×90×H70 A-4-27 ￥130,000 ￥133,000 ￥143,000

150×90×H70 A-4-28 ￥142,000 ￥145,000 ￥153,000

6人膳　幕板なし
H60cm用 180×90×H60 A-1-95 ￥144,000 ￥148,500 ￥157,000

H70cm用 180×90×H70 A-4-29 ￥146,500 ￥151,500 ￥159,500

対面2人膳（4本脚）
※6人膳・4人膳につなげてご使用頂けます
※座卓としての利用は出来ません
※折脚（回り脚） H60cm用

60×90×H60 A-4-30 ￥94,000 ￥96,500 ￥105,000

80×90×H60 A-4-31 ￥100,000 ￥104,000 ￥108,000

90×90×H60 A-4-32 ￥100,000 ￥104,000 ￥108,000

H70cm用

60×90×H70 A-4-33 ￥95,500 ￥98,000 ￥107,000

80×90×H70 A-4-34 ￥103,000 ￥107,000 ￥111,000

90×90×H70 A-4-35 ￥103,000 ￥107,000 ￥111,000

45〜60cm

45〜60cm

90cm

90cm

60〜90cm

120〜150cm

180cm

120〜150cm

180cm

90cm

P.7 P.8 P.17 P.18

P.7 P.8 P.17 P.18

ご注文の際は商品サイズをよくご確認の上、商品番号に続いて
P.873より天板カラーをご指定下さい。

JAPANESE FURNITURE 国産品

4本脚・H型脚 〔メラミン化粧天板〕　（㊟120以下には幕板を付ける事はできません。）

単価一覧表

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-867 木製テーブル 4本脚 ・ずり脚（ 型）

裏面

70H

150
90

70H

18055

天板柄（黒木目）

天板柄（黒乾漆）

●❶ A-4-51A
木 木製テーブル 4本脚
4人膳 メラミン黒木目 ずり脚（ 型）幕板なし
¥142,000
（150×90×H70）

●❷ A-4-46B
木 木製テーブル 4本脚
3人膳 メラミン黒乾漆 ずり脚（ 型）幕板付
¥102,500
（180×55×H70）

裏面○幕板付きなので、お客様の足元の目かくしになります。

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-868木製テーブル価格表

45〜60cm

45〜60cm

90cm

150cm

180cm

150cm

4本高脚 60H/70H 高さ 寸法 品番 Ⓐ黒木目
Ⓑ黒乾漆Ⓒ茶乾漆Ⓓケヤキ
Ⓕ唐彩Ⓚ茶木目Ⓛグリーン乾漆
ⓄグリーンⓅ桧

Ⓗ緑姫子Ⓜ黒姫子
Ⓝグレー姫子

2人膳　幕板付

H60cm
用

幕
板
付

150×45×H60 A-4-36 ￥80,000 ￥86,000 ￥97,000

150×55×H60 A-4-37 ￥96,500 ￥101,000 ￥112,000

150×60×H60 A-4-38 ￥96,500 ￥101,000 ￥112,000

H70cm
用

幕
板
付

150×45×H70 A-4-39 ￥83,000 ￥88,000 ￥98,000

150×55×H70 A-4-40 ￥98,000 ￥102,500 ￥113,000

150×60×H70 A-4-41 ￥98,000 ￥102,500 ￥113,000

3人膳　幕板付

H60cm
用

幕
板
付

180×45×H60 A-4-42 ￥82,500 ￥86,000 ￥95,000

180×55×H60 A-4-43 ￥96,500 ￥101,000 ￥111,000

180×60×H60 A-4-44 ￥96,500 ￥101,000 ￥111,000

H70cm
用

幕
板
付

180×45×H70 A-4-45 ￥84,000 ￥88,000 ￥98,000

180×55×H70 A-4-46 ￥98,000 ￥102,500 ￥114,000

180×60×H70 A-4-47 ￥98,000 ￥102,500 ￥114,000

4人膳　幕板なし
H60cm用 150×90×H60 A-4-49 ￥139,500 ￥142,000 ￥150,500

H70cm用 150×90×H70 A-4-51 ￥142,000 ￥145,000 ￥153,000

6人膳　幕板なし
H60cm用 180×90×H60 A-4-52 ￥144,000 ￥148,500 ￥157,000

H70cm用 180×90×H70 A-4-53 ￥146,500 ￥151,500 ￥159,500

90cm 180cm

P.7 P.8 P.17 P.18

P.7 P.8 P.17 P.18

JAPANESE FURNITURE 国産品御注文の際は商品サイズをよくご確認の上、商品番号に続いて、
P.873より天板カラーをご指定下さい。

単価一覧表

4本脚・ずり脚  型  〔メラミン化粧天板〕

メラミン化粧天板カラー見本

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

Ⓒ茶乾漆 Ⓓケヤキ Ⓕ唐彩 Ⓗ緑姫子Ⓐ黒木目 Ⓚ茶木目 Ⓜ黒姫子Ⓛグリーン乾漆 Ⓟ桧Ⓑ黒乾漆 Ⓝグレー姫子Ⓞグリーン

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-869 木製テーブル 4本脚・新ずり脚（ 型）

○幕板付きなので、お客様の足元の目かくしになります。 裏面

裏面

60H

150
55

推朱

60H

18055

天板柄（黒乾漆）

天板柄（緑姫子）

●❶ A-4-13H
木 木製テーブル 4本脚
2人膳 メラミン緑姫子 新ずり脚（ 型）幕板付
¥112,000
（150×55×H60）

●❷ A-4-9B
木 木製テーブル 4本脚
3人膳 メラミン黒乾漆 新ずり脚（ 型）幕板付
¥101,000
（180×55×H60）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-870木製テーブル価格表

45〜60cm

45〜60cm

90cm

150cm

180cm

150cm

4本高脚 60H/70H 高さ 寸法 品番 Ⓐ黒木目
Ⓑ黒乾漆Ⓒ茶乾漆Ⓓケヤキ
Ⓕ唐彩Ⓚ茶木目Ⓛグリーン乾漆
ⓄグリーンⓅ桧

Ⓗ緑姫子Ⓜ黒姫子
Ⓝグレー姫子

2人膳　幕板付

H60cm
用

幕
板
付

150×45×H60 A-11-90 ￥80,000 ￥86,000 ￥97,000

150×55×H60 A-4-13 ￥96,500 ￥101,000 ￥112,000

150×60×H60 A-11-91 ￥96,500 ￥101,000 ￥112,000

H70cm
用

幕
板
付

150×45×H70 A-11-92 ￥83,000 ￥88,000 ￥98,000

150×55×H70 A-11-93 ￥98,000 ￥102,500 ￥113,000

150×60×H70 A-11-94 ￥98,000 ￥102,500 ￥113,000

3人膳　幕板付

H60cm
用

幕
板
付

180×45×H60 A-11-95 ￥82,500 ￥86,000 ￥95,000

180×55×H60 A-4-9 ￥96,500 ￥101,000 ￥111,000

180×60×H60 A-11-96 ￥96,500 ￥101,000 ￥111,000

H70cm
用

幕
板
付

180×45×H70 A-11-97 ￥84,000 ￥88,000 ￥98,000

180×55×H70 A-11-98 ￥98,000 ￥102,500 ￥114,000

180×60×H70 A-11-99 ￥98,000 ￥102,500 ￥114,000

4人膳　幕板なし
H60cm用 150×90×H60 A-4-6 ￥139,500 ￥142,000 ￥150,500

H70cm用 150×90×H70 A-12-1 ￥142,000 ￥145,000 ￥153,000

6人膳　幕板なし
H60cm用 180×90×H60 A-4-3 ￥144,000 ￥148,500 ￥157,000

H70cm用 180×90×H70 A-12-2 ￥146,500 ￥151,500 ￥159,500

90cm 180cm

P.7 P.8 P.17 P.18

P.7 P.8 P.17 P.18

JAPANESE FURNITURE 国産品御注文の際は商品サイズをよくご確認の上、商品番号に続いて、
P.873より天板カラーをご指定下さい。

単価一覧表

4本脚・新ずり脚 型  〔メラミン化粧天板〕

メラミン化粧天板カラー見本

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

Ⓒ茶乾漆 Ⓓケヤキ Ⓕ唐彩 Ⓗ緑姫子Ⓐ黒木目 Ⓚ茶木目 Ⓜ黒姫子Ⓛグリーン乾漆 Ⓟ桧Ⓑ黒乾漆 Ⓝグレー姫子Ⓞグリーン

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-871 木製テーブル 4本脚・新Ｗ型脚（実用新案登録済）

新W型脚のメリット
・�脚の折畳はお一人で簡単に折畳む事が出来ます。
・�金具が1ヶ所になるため、折畳みの作業がとても楽になりまし
た。
・�脚がスリムになったため、従来の商品より軽くなりました。（約
10％Down）
・�脚が邪魔しにくいのでお客様の出入りがスムーズ

➡
従来品は2台つなげても4名分

デッドスペース
新W型脚は2台つなげて片側5名座れます！

（W1500タイプの場合）

裏面

天板柄（黒乾漆）

●❶ A-12-54B
木 木製テーブル 4本脚
6人膳 メラミン黒乾漆
新W型ずり脚（ 型）幕板なし
¥148,500
（180×90×H60）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-872木製テーブル価格表

45〜60cm

45〜60cm

90cm

150cm

180cm

150cm

4本高脚 60H/70H 高さ 寸法 品番 Ⓐ黒木目
Ⓑ黒乾漆Ⓒ茶乾漆Ⓓケヤキ
Ⓕ唐彩Ⓚ茶木目Ⓛグリーン乾漆
ⓄグリーンⓅ桧

Ⓗ緑姫子Ⓜ黒姫子
Ⓝグレー姫子

2人膳　幕板付

H60cm
用

幕
板
付

150×45×H60 A-12-40 ￥80,000 ￥86,000 ￥97,000

150×55×H60 A-12-41 ￥96,500 ￥101,000 ￥112,000

150×60×H60 A-12-42 ￥96,500 ￥101,000 ￥112,000

H70cm
用

幕
板
付

150×45×H70 A-12-43 ￥83,000 ￥88,000 ￥98,000

150×55×H70 A-12-44 ￥98,000 ￥102,500 ￥113,000

150×60×H70 A-12-45 ￥98,000 ￥102,500 ￥113,000

3人膳　幕板付

H60cm
用

幕
板
付

180×45×H60 A-12-46 ￥82,500 ￥86,000 ￥95,000

180×55×H60 A-12-47 ￥96,500 ￥101,000 ￥111,000

180×60×H60 A-12-48 ￥96,500 ￥101,000 ￥111,000

H70cm
用

幕
板
付

180×45×H70 A-12-49 ￥84,000 ￥88,000 ￥98,000

180×55×H70 A-12-50 ￥98,000 ￥102,500 ￥114,000

180×60×H70 A-12-51 ￥98,000 ￥102,500 ￥114,000

4人膳　幕板なし
H60cm用 150×90×H60 A-12-52 ￥139,500 ￥142,000 ￥150,500

H70cm用 150×90×H70 A-12-53 ￥142,000 ￥145,000 ￥153,000

6人膳　幕板なし
H60cm用 180×90×H60 A-12-54 ￥144,000 ￥148,500 ￥157,000

H70cm用 180×90×H70 A-12-55 ￥146,500 ￥151,500 ￥159,500

90cm 180cm

JAPANESE FURNITURE 国産品御注文の際は商品サイズをよくご確認の上、商品番号に続いて、
P.873より天板カラーをご指定下さい。

単価一覧表

4本脚・新W型ずり脚 〔メラミン化粧天板〕

メラミン化粧天板カラー見本

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

4本脚・ずり脚  型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新W型ずり脚
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・新ずり脚 型  
〔メラミン化粧天板〕

4本脚・H型脚 
〔メラミン化粧天板〕　

Ⓒ茶乾漆 Ⓓケヤキ Ⓕ唐彩 Ⓗ緑姫子Ⓐ黒木目 Ⓚ茶木目 Ⓜ黒姫子Ⓛグリーン乾漆 Ⓟ桧Ⓑ黒乾漆 Ⓝグレー姫子Ⓞグリーン

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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A黒木目

K茶木目

脚を折りたたむと座卓に変身！高さ2通り！

8本脚

すべての脚
がワンタッ
チで、しか
も確実に折
りたたみで
きます。

座卓使用
時に長い
脚を固定
する強力ス
トッパー。

フックを下げることにより
短脚は折りたためます。 幕板

B黒乾漆

Lグリーン乾漆F唐彩

M黒姫子P桧

C茶乾漆

８本脚Ｈ型脚 120cm タイプの形

Nグレー姫子H緑姫子

Dケヤキ

Oグリーン

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。

31-873 木製テーブル座卓

お膳.indb   873 2019/07/04   15:32:49



寸法  品番 X黒乾漆塗 Y茶乾漆塗 Zモスグリーン乾漆塗

2人膳（幕板付き）（150×45×H60/H32.5） A-1-48 ￥130,500 ￥130,500 ￥130,500
2人膳（幕板付き）（150×60×H60/H32.5） A-1-50 ￥155,500 ￥155,500 ￥155,500
3人膳（幕板付き）（180×45×H60/H32.5） A-1-51 ￥136,500 ￥136,500 ￥136,500
3人膳（幕板付き）（180×60×H60/H32.5） A-1-52 ￥163,000 ￥163,000 ￥163,000
4人膳（幕板なし）（150×90×H60/H32.5） A-1-54 ￥189,000 ￥189,000 ￥189,000
6人膳（幕板なし）（180×90×H60/H32.5） A-1-55 ￥200,000 ￥200,000 ￥200,000
○2人膳・3人膳は幕板付きなので、お客さまの足元の目かくしになります。
○4人膳・6人膳は対面式なので、幕板は付けてありません。
○別注サイズも応談させていただきます。

4人用/150巾×90 黒乾漆塗

X黒乾漆塗 Y茶乾漆塗 Zモスグリーン乾漆塗

天板塗り見本

4人用/150巾×90 黒乾漆塗

❶ 木 木製テーブル座卓（和洋兼用、高脚・低脚） 8本脚 H型脚

木 皇帝テーブル座卓 漆調石目塗り分け
 ￥338,000 （150×90×H62/座卓時H35） 木 皇帝 ジュニア 

乾漆調黒メラミン
¥165,000（90×90×H62）

木 皇帝 ジュニア用クロス低脚 黒木目
¥73,500（111.5×厚2.5×H32）

キズ防止のため操作は必ず
二人で行って下さい

構造と仕組みは簡単です。

だから操作も簡単、
脚の向きを変えて

「高くなったり、低くなったり」

〈座卓用〉

皇帝ジュニアメラミン

※低脚にした時

〈テーブル用〉

※椅子は別売
※ジュニア用を座卓としてのご
使用時は専用クロス脚が別に必
要になります。クロス脚は別売
りです。（セット高H35）

※椅子は別売

※座椅子は別売

木 高椅子 喜楽35N 黒
 ￥40,000 （44×50×H71×SH35）

❹
A-2-3

❸
A-1-97

木 皇帝テーブル座卓 メラミン黒乾漆
￥242,000（150×90×H62/座卓時H35）

皇帝テーブル座卓（高脚、低脚兼用）

❺ A-4-54

❻ A-4-55

❷ A-1-96

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。

テ
ー
ブ
ル

31-874木製テーブル座卓（和洋兼用、高脚・低脚）8本脚・乾漆塗

31_0873-0874.indd   874 2019/07/06   9:07:39
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31-875 木製天板〔メラミン化粧天板〕 黒木目テーブル高脚（60H、70H）黒スチールずり脚

品番 Ⓐ60H Ⓑ70H
150×45 A-4-56 ￥72,000 ￥70,000
150×60 A-4-57 ￥92,000 ￥90,000
150×75 A-4-58 ￥111,000 ￥108,000
150×90 A-4-59 ￥113,000 ￥111,000
180×45 A-4-60 ￥72,000 ￥70,000
180×60 A-4-61 ￥92,000 ￥90,000
180×75 A-4-62 ￥111,000 ￥108,000
180×90 A-4-63 ￥113,000 ￥111,000
※低い座卓にはなりません

写真は150×90×60H

低い座卓にはなりません。

宴会・会議用テーブル 高脚（折足）
メラミン黒木目（共ブチ）・黒スチールずり脚

❶

品番

150×45 A-4-64 ￥84,000
150×60 A-4-65 ￥96,000
150×75 A-4-66 ￥112,000
150×90 A-4-67 ￥136,000
180×45 A-4-68 ￥86,500
180×60 A-4-69 ￥98,000
180×75 A-4-70 ￥114,500
180×90 A-4-71 ￥138,500

❷  宴会・会議用テーブル 座卓兼用（折足）H60×H33 
メラミン黒木目（共ブチ）・黒スチールずり脚

H60×H33

写真は180×60×H60×H33

木製天板〔メラミン化粧天板〕 黒木目テーブル黒スチールずり脚・座卓兼用

3人膳

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-876DX二月堂・松華膳・新松華膳・新一光膳・慶楽膳

足の積み重ね

木 新松華膳用足（60H用）（幕板なし）
￥21,500 （70.5×46.5×60H）

木 新松華膳用足（70H用）（幕板なし）
￥25,000 （70.5×46.5×70H）

木 新松華膳用足（60H用）（幕板付）
￥25,000 （70.5×46.5×60H）

木 新松華膳用足（70H用）（幕板付）
￥28,500 （70.5×46.5×70H）

（幕板は固定）

+

二月堂の高脚テーブル型

新松華膳〔天板のせるタイプ〕

○従来の二月堂が、高足テーブル膳にもなります。

D.X二月堂 黒地紋松葉
＋

松華膳用足

高足テーブル膳に変身

+

木 松華膳用足（幕板付）
￥25,000 （69×45×57）梱5

木 松華膳用足（幕板なし）
￥21,500 （69×45×57）梱5

A-2-4

A-1-24

❷
A-1-9

A-1-10

❶

A-1-22

❸

A-1-23

❹

A-6-87 A-12-57

A-6-88 A-12-56
❺ ❻

足同士積み重ねOK

木 慶楽膳 黒ハード塗

￥62,400（74×55×61）
木 慶楽膳 茶ハード塗

￥62,400（74×55×61）

A  新一光膳用足
￥17,000（68.6×44.8×61.3）梱5

木製慶楽膳〔天板のせるタイプ〕

今、お客さまが使用されているお膳の盆を利用する事に
よって、一人用の高足膳に変更する事が可能です。

足同士積み重ねOK、幕板脱着可能

ニュー信愛膳タイプ 百万石膳タイプ

手付大名膳タイプ 2尺長手宝生膳タイプ
A面が上面に来る時のみOK。

A-2-25

❼

1-12-1

❽
❾ A-2-26

新一光膳〔天板のせるタイプ〕

A  D.X二月堂 黒地紋松葉
底塗り無し ￥19,000（72×48×31.2）梱5

底･足黒塗り￥22,000（72×48×31.2）梱5

Ａ・木 新松華膳（幕板なし）  
茶石目ハード塗
セット(60H)￥28,700（72×48×60.5）

セット(70H)￥32,200（72×48×70.5）
A  盆のみ ￥7,200（72×48×3.9）

Ａ・木 新松華膳（幕板なし）  
グリーン石目ハード塗
セット(60H)￥28,700（72×48×60.5）

セット(70H)￥32,200（72×48×70.5）
A  盆のみ ￥7,200（72×48×3.9）

A  新一光膳 黒石目強化塗
セット ￥24,200（72×48×61.8）

盆のみ ￥7,200（72×48×4）梱10

A  新一光膳 グリーン石目強化塗
セット ￥24,200（72×48×61.8）

盆のみ ￥7,200（72×48×4）梱10

足の積み重ね

❿ A-12-26 ⓫ A-12-27

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。

お膳.indb   876 2019/07/04   15:37:25



テ
ー
ブ
ル

31-877 優楽膳・ニュー優楽膳・テーブル高膳
木製 優楽膳〔天板のせるタイプ〕

脚
は
木
製

ニュー優楽膳
（ABS盆）
〔天板のせるタイプ〕

積み重ねて収納できます。

組立必要

組立必要ニュー優楽膳 黒石目
天板積み重ね出来ます

木 2尺3寸優楽膳  
黒石目ハード塗
セット ￥49,000（70×50×61）梱4
盆のみ ￥22,000（70×50×4）梱10

脚は組立必要

木 優楽膳用脚
￥27,000

（63.5×48×H60.5）
幕板は脱着可能

❷ ❸

※椅子は別売

FRPテーブル高膳       〔天板のせるタイプ〕PAT.P商品 対面2人膳

木製高脚
幕板脱着可能

テーブル高膳

1-43-3
A-2-32

❺

A-2-33
A-2-34

❻

Ａ・木 ニュー優楽膳 黒石目ハード塗

セット ￥36,500（72×48×62.3）
A  盆のみ ￥8,500（72×48×4）
木 優楽膳用脚 ￥28,000（63.5×48×H60.5）

Ａ・木 ニュー優楽膳 茶石目ハード塗

セット ￥36,500（72×48×62.3）
A  盆のみ ￥8,500（72×48×4）
木 優楽膳用脚 ￥28,000（63.5×48×H60.5）

FRP 木 2尺5寸長手テーブル高膳 
ハード総茶石目（脚は木製・組立必要）
セット（74.9×59.9×60.5） ￥63,500
FRP 盆のみ ￥32,000
木 2尺5寸長手テーブル用高脚 ￥31,500

FRP 木 2尺5寸角テーブル高膳 
青貝ハード塗（脚は木製・組立必要）
セット（74.9×74.9×60.5） ￥67,000
FRP 盆のみ ￥35,500
木 2尺5寸角テーブル用高脚 ￥31,500

※椅子は別売

❶ A-1-1

❹ A-1-19

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。

A-1-20
A-1-19

A-1-21
A-1-19
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31-878一人膳

木 低型高椅子 アドラノ 布
￥61,000（53×58×H56×SH25）

木 テーブル弁天様（折足） 
乾漆調黒メラミン
￥125,000（75×55×H62）※椅子は別売

木 平安会席テーブル（低型）折足 
渕無黒乾漆メラミン 幕板別売

￥107,500（70×52×H50）

幕板 ￥20,500

低型〔天板のせるタイプ〕

A-4-73

A-4-73A

❷

A-4-74
❸

弁
べんてんさま

天様（高型） 一人膳としても補助テーブルとしても

※天板は別売
※木製幕板は取り外しできます。

アルミ製脚で軽くて丈夫で収納性抜群！朝食会場としても大好評です。

宴会席膳〔天板のせるタイプ〕
一人膳

宴会席膳の天板
※お膳のみで積み重ねOK

A  宴会席膳 黒石目 
強化塗 盆のみ 
￥18,200

（70×52×3）梱10

AL 新宴会席膳用 アルミ足 幕板付   
￥40,000（66.5×46.5×H57.5）梱4

A  宴会席膳 グリーン石目 
強化塗  盆のみ 
￥18,200

（70×52×3）梱10

A  宴会席膳 茶石目 
強化塗 盆のみ 
￥18,200

（70×52×3）梱10

A  宴会席膳 朱石目 
強化塗 盆のみ 
￥18,200

（70×52×3）梱10

木 一人用 朝倉膳 黒木目 SH35用
￥20,500（75×50×H60） 限定品

木 一人用 足利膳 黒木目（高級） SH35用
￥59,000（75×50×H60）

A-11-39
❹

裏面

裏面

75

60H

50

A-11-40

木 一人用 朝倉膳 黒木目 SH43用
￥22,000（80×50×H70.8） 限定品

木 一人用 足利膳 黒木目（高級） SH43用
￥69,000（80×50×H70.8）

A-11-74
❺

A-11-75

❻ A-3-38A

❶ A-4-72

❼ A-3-40

❾ A-3-42 ❿ A-3-43

❽ A-3-41

限定品  在庫を確認の上、ご注文下さい。 地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-879 D.X百万石膳・一光膳・大和膳＋高足40H

お手持ちのD.X百万石膳や新百万石膳に、高足40Hを組み合わせますと
SH27の低型高椅子とで、足が不自由な方にも楽な姿勢でお食事が頂けます。

※椅子は別売
一人膳（低型）

+

システムアップあすか脚・畳テーブル脚

A  D.X百万石膳  
金梨地渕唐草 盆のみ
￥7,300

（60.5×48.5×4.8）

A  高足 40H
￥5,900

（54×42×40）梱10

木 新優高椅子27H 
（縦張り）レザー・クリーム
￥40,000

（44.5×48×H71×SH27）
A  新百万石膳 
A面：雲梨地 
B面：金梨地天黒 盆のみ
￥6,800（54.5×42.3×4）

❶

1-23-1
1-22-1D

❻
木 中高椅子 ベージュ（布）
￥46,000

（52.8×58×H55×SH23.5）梱4

スタッキング可能

AL 座卓用畳テーブル丸脚  
スチール4本
￥58,500（φ7.6×55）

AL 長机用畳テーブル丸脚 
スチール4本
￥53,500（φ6×55）

木  座卓（固定脚タイプ対応）用 
畳テーブル角脚 4本
￥73,000（10×10×58）

お手持ちの座卓の脚に差し込むだけの
キャップ脚です。脚サイズにあわせて
作成いたします。

※和脚は折りたたんだ状態で使用します。

座卓が
洋テーブルに！

長机が
洋テーブルに！

アーム金具折りタタミ脚

Y金具折りタタミ脚

❾❿⓫の商品につきましては、お手持ちの座椅子や座卓に適応
できるか確認いたしますので、お気軽にご相談ください。注意

現在お使いの座卓、長机がテーブルに早変わり、天板の裏に金具をビス止めすれば
ネジ式丸脚がシッカリ取り付けられます。（取り外し可）お手持ちの座卓をのせると

収納時は折りたたみできます。

高テーブルになります。

現在お使いの座卓、長机がテーブルに早変わりします！

奥行きD=45の宴会机ならダブル（2列）で
の使用も可能です！

A-4-79
A-4-80
A-4-81

❽

A  一光膳 茶石目 強化塗
セット ￥15,900（72×48×41）
A  盆のみ ￥7,200
A  一光高足 40H ￥8,700

A  大和膳 黒石目天唐草 強化塗
セット ￥12,800（61.5×45×41）  梱5

A  盆のみ ￥6,900 　　　　　　　 梱10

A  高足 40H ￥5,900（54×42×40）  梱10

木  システムアップあすか脚 黒ウレタン真塗
120×90用 ￥122,000 （118×88×H58）

150×90用 ￥125,500 （148×88×H58）

180×90用 ￥131,000 （178×88×H58）

❾ A-3-92

❿ A-4-82

⓫ A-4-83

❷ 1-24-1

❸ 1-22-1D

❺ A-2-50

❹ 1-25-2

❼ 1-926-5

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。

1-12-2
1-12-1B
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31-880長手座卓

3尺角座卓 格子地紋
￥185,000（90×90×32.2）1-907-4

❼

3尺角座卓 市松エンボス
￥182,000（90×90×32.2）1-907-5

❾3尺角座卓 金梨地
￥177,000（90×90×32.2）1-907-3

❽

3尺角座卓 黒木目（メラミン化粧天板）
￥154,000（90×90×32.2）1-907-2

❻

3 尺角座卓オリジナル座卓［折足］

オリジナル座卓［折足］
テーブルの素材は木製、脚は ABS 樹脂で塗りが
施してあり、格調高い仕上りになっています。

テーブルは特別サイズ、別注柄承ります。
お問い合わせ下さい。修理も承ります。

テーブルの素材は木製、脚は ABS 樹脂で塗りが施してあり、格調高い仕上りになっています。
修理も承ります。

1-906-7
1-906-8
1-906-9

❸ 長手座卓 うぐいす和紙/黒エンボス
￥187,000（120×90×32.2）

￥191,000（150×90×32.2）

￥197,000（180×90×32.2）

1-906-16
1-906-17
1-906-18

❺ 長手座卓 ライン乾漆
￥193,000（120×90×32.2）

￥198,000（150×90×32.2）

￥203,000（180×90×32.2）

1-906-10
1-906-11
1-906-12

❹ 長手座卓 朱和紙/黒エンボス
￥187,000（120×90×32.2）

￥191,000（150×90×32.2）

￥197,000（180×90×32.2）

1-906-13
1-906-14
1-906-15

❷ 長手座卓 黒格子市松乾漆
￥190,000（120×90×32.2）

￥195,000（150×90×32.2）

￥201,000（180×90×32.2）

1-906-4
1-906-5
1-906-6

❶ 長手座卓 黒木目（メラミン化粧天板）
￥156,000（120×90×32.2）

￥163,000（150×90×32.2）

￥168,000（180×90×32.2）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-881 木製座棹（メラミン化粧天板）

❷ メラミン 唐彩（折足） 

❸ メラミン ケヤキ木目（折足） 

メラミン 黒木目（折足）❶

◎ 価格はすべて折足の単価です。 

写真によっては幕付や固定足を掲載しておりますので、 

御容赦願います。

◎固定足につきましては一律5,000円アップとさせていただきます。

◎幕付につきましては一律10,000円アップとさせていただきます。

御注意

1-915-22 ￥59,500（180×45×32.5）

1-915-23 ￥59,500（150×45×32.5）

1-915-24 ￥54,500（120×45×32.5）

1-915-25 ￥50,000（90×45×32.5）

1-915-18 ￥74,500（180×60×32.5）

1-915-19 ￥74,500（150×60×32.5）

1-915-20 ￥60,500（120×60×32.5）

1-915-21 ￥57,000（90×60×32.5）

1-915-14 ￥118,500（180×90×32.5）

1-915-15 ￥111,500（150×90×32.5）

1-915-16 ￥96,000（120×90×32.5）

1-915-17 ￥87,000（90×90×32.5）

1-915-26 ￥96,000（120×75×32.5）

1-919-48 ￥60,500（180×45×32.5）

1-919-49 ￥60,500（150×45×32.5）

1-919-50 ￥56,000（120×45×32.5）

1-919-51 ￥50,500（90×45×32.5）

1-919-44 ￥76,000（180×60×32.5）

1-919-45 ￥76,000（150×60×32.5）

1-919-46 ￥62,000（120×60×32.5）

1-919-47 ￥58,000（90×60×32.5）

1-919-40 ￥122,000（180×90×32.5）

1-919-41 ￥114,500（150×90×32.5）

1-919-42 ￥97,500（120×90×32.5）

1-919-43 ￥88,000（90×90×32.5）

1-919-52 ￥97,500（120×75×32.5）
1-916-48 ￥60,500（180×45×32.5）

1-916-49 ￥60,500（150×45×32.5）

1-916-50 ￥56,000（120×45×32.5）

1-916-51 ￥50,500（90×45×32.5）

1-916-44 ￥76,000（180×60×32.5）

1-916-45 ￥76,000（150×60×32.5）

1-916-46 ￥62,000（120×60×32.5）

1-916-47 ￥58,000（90×60×32.5）

1-916-40 ￥122,000（180×90×32.5）

1-916-41 ￥114,500（150×90×32.5）

1-916-42 ￥97,500（120×90×32.5）

1-916-43 ￥88,000（90×90×32.5）

1-916-52 ￥97,500（120×75×32.5）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-882木製座棹（メラミン化粧天板）

❶ メラミン 茶乾漆（折足） 

❸ メラミン グリーン（折足） 

❹ メラミン 檜（折足） 

❷ メラミン 黒乾漆（折足） 

1-917-48 ￥60,500（180×45×32.5）

1-917-49 ￥60,500（150×45×32.5）

1-917-50 ￥56,000（120×45×32.5）

1-917-51 ￥50,500（90×45×32.5）

1-917-44 ￥76,000（180×60×32.5）

1-917-45 ￥76,000（150×60×32.5）

1-917-46 ￥62,000（120×60×32.5）

1-917-47 ￥58,000（90×60×32.5）

1-917-40 ￥122,000（180×90×32.5）

1-917-41 ￥114,500（150×90×32.5）

1-917-42 ￥97,500（120×90×32.5）

1-917-43 ￥88,000（90×90×32.5）

1-917-52 ￥97,500（120×75×32.5）

1-921-22 ￥60,500（180×45×32.5）

1-921-23 ￥60,500（150×45×32.5）

1-921-24 ￥56,000（120×45×32.5）

1-921-25 ￥50,500（90×45×32.5）

1-921-18 ￥76,000（180×60×32.5）

1-921-19 ￥76,000（150×60×32.5）

1-921-20 ￥62,000（120×60×32.5）

1-921-21 ￥58,000（90×60×32.5）

1-921-14 ￥122,000（180×90×32.5）

1-921-15 ￥114,500（150×90×32.5）

1-921-16 ￥97,500（120×90×32.5）

1-921-17 ￥88,000（90×90×32.5）

1-921-26 ￥97,500（120×75×32.5）

1-915-48 ￥60,500（180×45×32.5）

1-915-49 ￥60,500（150×45×32.5）

1-915-50 ￥56,000（120×45×32.5）

1-915-51 ￥50,500（90×45×32.5）

1-915-44 ￥76,000（180×60×32.5）

1-915-45 ￥76,000（150×60×32.5）

1-915-46 ￥62,000（120×60×32.5）

1-915-47 ￥58,000（90×60×32.5）

1-915-40 ￥122,000（180×90×32.5）

1-915-41 ￥114,500（150×90×32.5）

1-915-42 ￥97,500（120×90×32.5）

1-915-43 ￥88,000（90×90×32.5）

1-915-52 ￥97,500（120×75×32.5）

1-919-61 ￥60,500（180×45×32.5）

1-919-62 ￥60,500（150×45×32.5）

1-919-63 ￥56,000（120×45×32.5）

1-919-64 ￥50,500（90×45×32.5）

1-919-57 ￥76,000（180×60×32.5）

1-919-58 ￥76,000（150×60×32.5）

1-919-59 ￥62,000（120×60×32.5）

1-919-60 ￥58,000（90×60×32.5）

1-919-53 ￥122,000（180×90×32.5）

1-919-54 ￥114,500（150×90×32.5）

1-919-55 ￥97,500（120×90×32.5）

1-919-56 ￥88,000（90×90×32.5）

1-919-65 ￥97,500（120×75×32.5）

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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31-883 木製格子脚型テーブル（H70） 〔メラミン化粧天板〕 組立必要

木 格子脚型テーブル メラミン黒木目
￥148,500（120×75×H70）

￥153,000
￥157,500
￥144,000

（150×75×H70）

（180×75×H70）

（75×75×H70）

組立必要

A-5-16A
A-5-16B
A-5-16C
A-5-16D

❶

木 格子脚型テーブル メラミン白木
￥149,500（120×75×H70）

￥162,000
￥165,000
￥148,000

（150×75×H70）

（180×75×H70）

（75×75×H70）

組立必要

A-5-17A
A-5-17B
A-5-17C
A-5-17D

❷

70H高

70H高

木 高級長手座卓
線菊沈金 漆塗 末広脚

（150×90×H33）¥1,950,000

限定品
木 高級長手座卓
市松菖蒲 漆塗 蒔絵

（150×90×H33）¥1,520,000

限定品

座卓

❹ A-11-17❸ A-11-16

地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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テ
ー
ブ
ル

31-884木製 和・洋兼用テーブル・会議用テーブル・板脚型テーブル

棚無テーブル HKD・八瀬D 直送
￥112,000 （150×75×H70）
￥92,000
￥72,500

（120×75×H70）
（60×75×H70）

9729
9728
9722

板脚型テーブル HTD・八瀬D 直送
A-5-35A
A-5-35B
A-5-35C

❼ ❽

凹凸のあるエンボスメラミン化粧板・ABSハードエッジ、脚：ラバーウッド材・アジャスター付。

写真は180×60×H60/H33

新宴会机メラミンチーク（ABS折足）
￥64,500 （180×43×32.5） 会議用テーブル メラミンチーク（共ブチ）

￥39,000
￥37,000
￥39,500
￥39,500
￥45,000
￥43,000

（180×45×70）

（150×45×70）

（120×45×70）

（90×45×70）

（180×60×70）

（150×60×70）

和・洋式用テーブル（黒エッジ）
メラミン黒木目 2段階高さ調整式
￥88,000
￥106,000

（180×45×33・70）

（180×60×33・70）

木 AL 宴会・会議用テーブル・
　　　座卓兼用（折足） H60×H33
￥84,000 （150×45）

￥96,000
￥112,000
￥136,000
￥86,500
￥98,000
￥114,500
￥138,500

（150×60）

（150×75）

（150×90）

（180×45）

（180×60）

（180×75）

（180×90）

メラミン黒木目（共ブチ）、黒スチールずり脚

足は折りたたみ式になって
おり、高さが33cmと70cm
に調整できます。

2段階高さ調節式

￥64,500
￥75,500

（180×45×33・70）

（180×60×33・70）

和・洋式用テーブル メラミンチーク
（共ブチ） 2段階高さ調整式

A-2-36
❶

A-1-73
A-1-74

❷

1-938-2
A-1-77

❹

1-938-1
A-1-68
A-1-69
A-1-70
A-1-71
A-1-72

❸

A-4-64
A-4-65
A-4-66
A-4-67
A-4-68
A-4-69
A-4-70
A-4-71

❺

シナベニヤ（ソフトエッジ・バネ式脚）

木 白木テーブル丸（ソフトエッジ）
￥70,500（90φ×70）

￥93,500
￥152,600
￥162,000

（120φ×70）

（150φ×70）

（180φ×70）

1-938-11
A-1-81
A-1-82
A-1-83

❻

収納便利な折り畳み脚

木 座卓（折脚） 限定品
（ハニカム構造4cm厚突板貼り）直送

¥27,000 （120×75×H34.5）

¥35,000 （150×60×H34.5）
A-4-87
A-4-89

❾

木 座卓（折脚） 限定品
（ハニカム構造4cm厚突板貼り）直送

¥27,600 （150×45×H34.5）

¥32,000 （180×45×H34.5）
A-4-88
A-4-90

❿

￥98,000
￥64,500

（120×75×H70）
（60×75×H70）

9728
9722（1本脚）

A-5-36B
A-5-36C

直送  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。 ＊❼～❿の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。
地域、数量により一括納品困難な場合がございますので、ご了承下さい。
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