
B-5-10
❶ （W-41N）耐熱長角トレー

ピンクモスト
¥3,300（41×30×2）梱40

ノンスリップ加工
FRP

B-5-11
❷ （W-44N）耐熱長角トレー

ピンクモスト
¥3,500（43.5×32.5×2）梱40

WSノンスリップ加工
FRP

B-5-12
❸ （W-45N）耐熱長角トレー

ピンクモスト
¥3,900（45×35×2.1）梱40

ノンスリップ加工
FRP

1-94-3C
❹ （W-41N）耐熱長角トレー

ブラウンモスト
¥3,300（41×30×2）梱40

ノンスリップ加工
FRP

1-94-4C
❺ （W-44N）耐熱長角トレー

ブラウンモスト
¥3,500（43.5×32.5×2）梱40

WSノンスリップ加工
FRP

B-5-13
❻ （W-45N）耐熱長角トレー

ブラウンモスト
¥3,900（45×35×2.1）梱40

ノンスリップ加工
FRP

B-8-90❼
（SS-33N）耐熱

角トレー ピンクモスト

¥2,850
（33×33×2）梱40

WSノンスリップ加工

FRP
B-8-91❽
（SS-33N）耐熱

角トレー ブラウンモスト

¥2,850
（33×33×2）梱40

WSノンスリップ加工

FRP

特殊一体成型品で、耐衝撃性抜群
●ノンスリップもベトつかず、
とても役立つFRP製のお盆です。
●洗浄機OK

表面耐熱120℃
樹脂耐熱170℃

PAT商品

（ノンスリップトレーは熱風保管庫に使用しないで下さい。）　

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

お

盆

耐熱 FRPノンスリップトレー31-97



FRP丸トレー
ノンスリップ加工

B-4-61
❶ （F-28）耐熱丸トレー
ピンクモスト
¥3,000（27.9φ×2）梱50

ノンスリップ加工
FRP

B-4-62
❷ （S-35）耐熱丸トレー
ピンクモスト
¥3,300（35.3φ×1.7）梱40

ノンスリップ加工
FRP

B-4-63
❸ （S-40）耐熱丸トレー
ピンクモスト
¥3,900（40φ×2）梱30

ノンスリップ加工
FRP

B-4-64
❹ （F-28）耐熱丸トレー
ブラウンモスト
¥3,000（27.9φ×2）梱50

ノンスリップ加工
FRP

B-4-65
❺ （S-35）耐熱丸トレー
ブラウンモスト
¥3,300（35.3φ×1.7）梱40

ノンスリップ加工
FRP

B-4-66
❻ （S-40）耐熱丸トレー
ブラウンモスト
¥3,900（40φ×2）梱30

ノンスリップ加工
FRP

丸トレー
ダークグレー石目
ノンスリップ加工

FRP❽

1-93-8 （F-23）¥2,550（22.8φ×1.8）梱50
1-93-9 （F-28）¥3,050（27.9φ×2） 梱50

1-93-10 （F-35）¥3,850（35.7φ×2.2）梱40
1-93-11 （F-40）¥4,350（40.6φ×2.3）梱30

1-93-6 （S-35N）¥3,300（35.3φ×1.7）梱40
1-93-7 （S-40N）¥3,900（40φ×2） 梱30

丸トレー
ダークグレーモスト
ノンスリップ加工

FRP❼

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

お

盆

耐熱 FRPノンスリップトレー 31-98



1-94-2
❶ （S-201N）33㎝角トレー
（イエローモスト･アイボリーモスト･ブルーモスト･バイオレットモスト･グレーモスト）
¥2,850（33×33×2）梱50

ノンスリップ加工FRP

1-94-3
❷ （W-41N）41㎝長手盆
（ブルーモスト･バイオレットモスト･グレーモスト･ブラウンモスト）
¥3,300（41×30×2）梱40

ノンスリップ加工FRP

1-94-4
❸ （W-44N）43㎝長手盆
（ブルーモスト･バイオレットモスト･グレーモスト･ブラウンモスト･イエローモスト）
¥3,500（43.5×32.5×2）梱40

WSノンスリップ加工FRP

特殊一体成型品で、耐衝撃性抜群です。
ノンスリップもべとつかず、
とても役立つFRP製のお盆です。
（PAT製品）洗浄機OK。
（ノンスリップトレーは
熱風保管庫に使用しないで下さい。）

アイボリーモスト グレーモストバイオレットモストブルーモストイエローモスト
1-94-2I 1-94-2H1-94-2P1-94-2A1-94-2Y

ブラウンモストグレーモストバイオレットモストブルーモスト

ブラウンモストグレーモストバイオレットモストブルーモスト
1-94-3B1-94-3H1-94-3P1-94-3A

イエローモスト
1-94-4B1-94-4H1-94-4P1-94-4A 1-94-4Y

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

お

盆

耐熱 FRPノンスリップトレー31-99



1-95-1
❶ （OK-94N）小判トレー
（イエローモスト･アイボリーモスト）
¥2,850（37.1×26.7×1.5）梱50

ノンスリップ加工FRP

1-95-2
❷ （Z-100N）長角トレー
（イエローモスト･アイボリーモスト･ダークグレーモスト）
¥2,850（36.9×27×1.6） 梱50

ノンスリップ加工FRP

1-95-3
❸ （Z-450N）長角トレー
（イエローモスト･アイボリーモスト･ダークグレーモスト）
¥3,900（45×33×2）梱30

ノンスリップ加工FRP

1-95-4
❹ （Z-480N）長角トレー
（イエローモスト･アイボリーモスト･ダークグレーモスト）
¥4,300（48×35.9×2.1）梱30

ノンスリップ加工FRP

1-95-5
❺ （S-101N）長角トレー
（イエローモスト･アイボリーモスト）
¥3,650（44×33×2）梱40

ノンスリップ加工FRP

1-95-6
❻ （S-301N）長角トレー
（イエローモスト･アイボリーモスト）
¥3,900（45×35×2）梱40

ノンスリップ加工FRP

アイボリーモストイエローモスト

アイボリーモスト ダークグレーモストイエローモスト アイボリーモスト ダークグレーモストイエローモスト
1-95-3I 1-95-3H1-95-3Y 1-95-4I 1-95-4H1-95-4Y

アイボリーモストイエローモスト アイボリーモスト ダークグレーモストイエローモスト
1-95-1I1-95-1Y 1-95-2I 1-95-2H1-95-2Y

アイボリーモストイエローモスト

1-95-5I1-95-5Y

1-95-6I1-95-6Y

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

お

盆

耐熱 FRPノンスリップトレー 31-100



B-13-88
❶ FRP（OF-12）36㎝布目長手トレー 
（ブルーモスト･イエローモスト･バイオレットモスト･アイボリーモスト･ブラウンモスト）  
¥3,000 （36×27×1.9）  梱50

ノンスリップ加工

B-13-90
❸ FRP（OF-14）42㎝布目長手トレー 
（ブルーモスト･イエローモスト･バイオレットモスト･アイボリーモスト･ブラウンモスト）  
¥3,800 （42×29.9×1.9）  梱40

ノンスリップ加工

B-13-92
❺ FRP（OF-33）33㎝布目角トレー 
（ブルーモスト･イエローモスト･バイオレットモスト･アイボリーモスト･ブラウンモスト）  
¥3,050 （33×33×1.8）  梱40

ノンスリップ加工

B-13-93
❻ FRP（OF-36）36㎝布目角トレー 
（ブルーモスト･イエローモスト･バイオレットモスト･アイボリーモスト･ブラウンモスト）  
¥3,800 （36×36×1.8）  梱40

ノンスリップ加工

B-13-89
❷ FRP（OF-13）39㎝布目長手トレー 
（ブルーモスト･イエローモスト･バイオレットモスト･アイボリーモスト･ブラウンモスト）  
¥3,600 （39×29×2）  梱40

ノンスリップ加工

B-13-91
❹ FRP（OF-15）45㎝布目長手トレー 
（ブルーモスト･イエローモスト･バイオレットモスト･アイボリーモスト･ブラウンモスト）  
¥3,950 （45×32×2）  梱40

ノンスリップ加工

特殊一体成型品で耐衝撃性抜群です。ノンスリップもべとつかずとても役立つFRP製のお盆です。
洗浄機OK。（ノンスリップトレーは熱風保管庫に使用しないで下さい。）

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

ブルーモスト
B-13-88

ブルーモスト
B-13-90

ブルーモスト
B-13-92

ブルーモスト
B-13-89

ブルーモスト
B-13-91

ブルーモスト
B-13-93

イエローモスト
B-13-88A

イエローモスト
B-13-90A

イエローモスト
B-13-92A

イエローモスト
B-13-89A

イエローモスト
B-13-91A

イエローモスト
B-13-93A

バイオレットモスト
B-13-88B

バイオレットモスト
B-13-90B

バイオレットモスト
B-13-92B

バイオレットモスト
B-13-89B

バイオレットモスト
B-13-91B

バイオレットモスト
B-13-93B

ブラウンモスト
B-13-88D

ブラウンモスト
B-13-90D

ブラウンモスト
B-13-92D

ブラウンモスト
B-13-89D

ブラウンモスト
B-13-91D

ブラウンモスト
B-13-93D

アイボリーモスト
B-13-88C

アイボリーモスト
B-13-90C

アイボリーモスト
B-13-92C

アイボリーモスト
B-13-89C

アイボリーモスト
B-13-91C

アイボリーモスト
B-13-93C

お

盆

耐熱 FRPノンスリップトレー31-101



※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

特殊一体成型品で、耐衝撃性抜群です。ノンスリップもべとつかず、とても役立つFRP製のお盆です。
（PAT製品）洗浄機OK。（ノンスリップトレーは熱風保管庫に使用しないで下さい。）

1-96-1
❶ FRP（SS-45N）六角盆 WS
イエローモスト ノンスリップ加工
¥3,900（45×34×2）梱30

1-96-2
❷ FRP（SS-45N）六角盆 WS
アイボリーモスト ノンスリップ加工
¥3,900（45×34×2）梱30

1-96-3
❸ FRP（SS-45N）六角盆 WS
ブラウンモスト ノンスリップ加工
¥3,900（45×34×2）梱30

1-96-4
❹ FRP（SS-45N）六角盆 WS
ブルーモスト ノンスリップ加工
¥3,900（45×34×2）梱30

1-96-5
❺ FRP（SS-45N）六角盆 WS
バイオレットモスト ノンスリップ加工
¥3,900（45×34×2）梱30

1-96-6
❻ FRP（SS-45N）六角盆 WS
グレーモスト ノンスリップ加工
¥3,900（45×34×2）梱30

お

盆

耐熱 FRP六角トレー 31-102



¥1,050
（32.9×16.4×1.3）  梱60

❹B-13-97
33㎝多用トレーM

¥1,300
（32.8×22.5×1.3）  梱60

❺B-13-98
33㎝幅広多用トレーM

¥570
（20.9×7.8×1.4）  梱200

❶B-13-94
21㎝カスタートレーM

¥590
（14.9×10.4×1.4）  梱120

❷B-13-95
15㎝多用トレーM

¥820
（20.9×15.7×1.4）  梱100

❸B-13-96
21㎝多用トレーM

¥1,050
（32.9×16.4×1.3）  梱60

❾B-14-3
33㎝多用トレーM

¥1,300
（32.8×22.5×1.3）  梱60

10B-14-4
33㎝幅広多用トレーM

¥570
（20.9×7.8×1.4）  梱60

❻B-13-99
21㎝カスタートレーM

¥590
（14.9×10.4×1.4）  梱120

❼B-14-1
15㎝多用トレーM

¥820
（20.9×15.7×1.4）  梱100

❽B-14-2
21㎝多用トレーM

¥1,050
（32.9×16.4×1.3）  梱60

14B-13-42
33㎝多用トレーM

¥1,300
（32.8×22.5×1.3）  梱60

15B-14-6
33㎝幅広多用トレーM

¥570
（20.9×7.8×1.4）  梱200

11B-14-5
21㎝カスタートレーM

¥590
（14.9×10.4×1.4）  梱120

12B-13-40
15㎝多用トレーM

¥820
（20.9×15.7×1.4）  梱100

13B-13-41
21㎝多用トレーM

［多用トレー 粉引］

［多用トレー ブラック］

［多用トレー マロン］

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

16 Ｂ-29-27  
  M   カフェトレー ブラック
¥1,300 （30×21.5×1.9） 梱60

17 Ｂ-29-28  
  M   カフェトレー ホワイト
¥1,300 （30×21.5×1.9） 梱60

18 Ｂ-29-29  
  M   カフェトレー イエロー
¥1,300 （30×21.5×1.9） 梱60

お

盆

耐熱 メラミントレー（耐熱温度100℃）31-103



※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

1-804-11
❶ M F-166 カスター盆 アイボリー  

¥600（24×15.8×1.3）梱100 1-804-12
❷ MHK-10 小判トレー グリーン  

¥560（20×11.9×1.3）梱100 1-804-13
❸ MHK-10 小判トレー アイボリー  

¥560（20×11.9×1.3）梱100

［胴張トレー］ ［ケーキトレー アイボリー］［ケーキトレー マロン］

B-13-38
B-13-39

❹ 胴張トレー
¥1,040
¥1,040

（25.9×17.5×1.6） 梱100

（25.9×17.5×1.6） 梱100

M

ブラック
アイボリー

B-14-7
B-14-8

❺ ケーキトレー アイボリー
¥1,200
¥1,500

（32.5×17.6×1.8）  梱60

（37.6×22.7×2）     梱50

M

小
大

B-14-9
B-14-10

❻ ケーキトレー マロン
¥1,200
¥1,500

（32.5×17.6×1.8）  梱60

（37.6×22.7×2）     梱50

M

小
大

M

F
B-4-15
B-4-16

❼（F-10）36㎝角盆
¥2,600
¥2,300

赤
黒

（36.2×36.2×2.9）  梱40

（36.2×36.2×2.9）  梱40

M

F
B-4-19
B-4-20

❾（F-8）29㎝角盆
¥1,650
¥1,500

赤
黒

（28.8×28.8×2.2）  梱50

（28.8×28.8×2.2）  梱50

M

F
B-4-21
B-4-22

10（F-7）24㎝角盆
¥1,250
¥1,150

赤
黒

（24.2×24.2×1.8）  梱50

（24.2×24.2×1.8）  梱50

M

F
B-4-17
B-4-18

❽（F-9）33㎝角盆
¥2,300
¥1,950

赤
黒

（33.7×33.7×2.2）  梱40

（33.7×33.7×2.2）  梱40

お

盆

耐熱 メラミントレー（耐熱温度100℃）31-104



  A フラットトレー 紫檀木目
 B-9-32 （小）  ¥2,300（29.8 × 16.5 × 1.5） 梱 60
 B-9-33 （中）  ¥2,550（30.8 × 17.5 × 1.5） 梱 60
 B-9-34 （大）  ¥2,900（34.7 × 23× 1.5） 梱 40

  A 長角トレー 紫檀木目
 B-9-29 （小）  ¥1,500（22.6 × 12.1 × 1.5） 梱 100
 B-9-30 （中）  ¥1,900（28.7 × 12.1 × 1.5） 梱 60
 B-9-31 （大）  ¥2,300（34.7 × 12.1 × 1.5） 梱 60

お

盆

　　 ❶

　　 ❷

 　　 ❸ A 長角トレー 八雲天金（底塗）  
 B-3-46 （小） ¥1,100  （22.6×12.1×1.5） 梱100
 B-3-47 （中） ¥1,550  （28.7×12.1×1.5）  梱60
 B-3-48 （大） ¥2,100  （34.7×12.1×1.5）  梱60

 　　 ❹ A フラットトレー 八雲天金（底塗）  
 B-3-49 （小） ¥2,100  （29.8×16.5×1.5） 梱60
 B-3-50 （中） ¥2,450  （30.8×17.5×1.5） 梱60
 B-3-51 （大） ¥2,900  （34.7×23×1.5） 梱40

※❸ , ❹の商品は掛率が異なりますのでご注意下さい。

軽食トレー・多用トレー31-105



お

盆

1-104-8
　　 ❼ A 8.5 寸千筋長手盆  

黒天朱  
¥830（24.8 × 18× 1）梱 100

B-32-70
　　 ❹ A 9 寸オーバル木目トレイ 黒

¥950（27.3×20×1.9）梱 60B-32-72
　　 ❷ A 7.5 寸マルチプレート 黒天金

¥750（22.2×12.1×1.3）梱 100

B-32-71
　　 ❸ A 9 寸オーバル木目トレイ 朱

¥950（27.3×20×1.9）梱 60B-32-73
　　 ❶ A 7.5 寸マルチプレート 朱天金

¥750（22.2×12.1×1.3）梱 100

B-8-54
　　 ❾ A 尺 0.5 寸長手盆  

茶パール天朱  
¥1,400（31.6 × 18.2 × 1.4）梱 50

B-8-55
　　 10 A 尺 0.5 寸長手盆  

グリーン乾漆渕黒  
¥1,450（31.6 × 18.2 × 1.4）梱 50

 　　 ❻ A 京風お好み盆 黒木目天朱  
 B-3-52 7寸 ¥760 （21×13.1×1.8） 梱200
 1-104-7 8.5寸 ¥780 （25.8×16×2） 梱100

 　　 12 A 耳付トレー イエロー  
 B-12-61 9 寸 ¥1,100 （27.2 × 17.4 × 1.9） 梱 80
 B-8-580 尺1寸 ¥1,300 （33.3 × 21.4 × 1.8） 梱 50

 　　 13 A 耳付トレー オーシャンパール渕黒  
 B-12-62 9 寸 ¥1,850 （27.2 × 17.4 × 1.9） 梱 80
 B-8-590 尺1寸 ¥2,250 （33.3 × 21.4 × 1.8） 梱 50

 　　 ❽ A 長手くつわ盆 溜パール天朱 
 B-2-31 9 寸 ¥900 （27× 20.8 × 1.5） 梱 80
 B-2-32 尺 0 寸 ¥1,150 （29.8 × 23× 1.5） 梱 50

 　　 11 A 長手くつわ盆 朱乾漆天黒  
 B-8-56 9 寸 ¥1,050 （27× 20.8 × 1.5） 梱 80
 B-8-57 尺 0 寸 ¥1,350 （29.8 × 23× 1.5） 梱 50

 B-12-63 9 寸 ¥1,850 （27.2 × 17.4 × 1.9） 梱 80
 B-8-60 尺 1 寸 ¥2,300 （33.3 × 21.4 × 1.8） 梱 50

　　14 A 耳付トレー ピンク雲流渕黒  
ノンスリップ加工

1-103-2
　　 ❺ 尺0寸スミ切盆 黒天朱

¥950（30.5×16.8×1.4）梱100
A

③①

④
②

トレイ・長手盆 31-106



①

②

1-102-1
　　 ❶ 領収盆 黒天朱

¥500（19.3×13.4×1）梱150
A

B-8-61
　　 ❷ 領収盆 朱天黒

¥580（19.3×13.4×1）梱150
A

1-102-2
　　 ❸ 領収盆（大） 黒天朱

¥700（21.2×14.8×1.3）梱150
A

1-102-15
　　  15 尺2寸しるこ盆 朱天黒

¥1,350（36.4×12.9×1.5） 梱50

A

1-102-13
　　  13 ぜんざい盆 朱天黒

¥1,100（30.2×17.2×1.5）梱60
A

1-102-14
　　  14 ぜんざい盆 黒天朱

¥1,100（30.2×17.2×1.5）梱60
A

1-102-7
　　 12 手取盆 黒天朱

¥650（28.3×17.3×1.8） 梱80
A

1-102-6
　　 11 長手竹目皿 マロン天朱

¥750（25.5×16×1.6） 梱80

A

1-102-5
　　 ❽ 長手皿半月布目 マロン天朱

¥650（20×15.1×0.6）梱150
A

B-34-65
　　 ❼ 6寸半月木目盆黒天朱

¥600（15.6×11.7×1.4）梱80
A

1-102-4
　　 ❾ 角皿ひさご木目 マロン天朱

¥650（16.5×16.5×0.6）梱150
A

1-102-3
　　 10 角竹目皿 マロン天朱

¥650（18×18×1.6）梱100
A

B-24-71
　　 ❻ Aミニ敷膳 黒乾漆

¥700 （18×13.4×0.3） 梱100

B-24-72
　　 ❺ Aミニ敷膳 朱乾漆

¥700 （18×13.4×0.3） 梱100

1-104-4
　　 ❹ M 7寸お好み木目カスター盆 黒天朱  

¥500 （21×11×1.5）梱100

⑬
⑭

⑤

⑥

お

盆
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1-103-5
　　 ❸ 8寸角しるこ盆 黒天朱

¥1,030（23.7×23.7×1.5）梱60
A

1-103-9
　　 ❽ 7.5寸半月木目盆 黒天朱

¥700（22.7×19.8×1.5）梱80
A

B-2-90
　　 13 尺0寸山吹木目盆 黒渕朱

¥1,500（29.8φ×1.6） 梱60
A

B-18-79
　　 12 8寸梅型木目盆 黒渕朱

¥900（24.1×22.1×1.4）梱80
A

B-3-42
B-3-43
B-3-44
B-3-45

　　 ❶ 名刺盆 黒
6寸
7寸
8寸
9寸

¥600
¥800
¥900

¥1,150

（17.9×12.5×1.3）

（20.9×14.5×1.5）

（24.1×16.8×1.8）

（27×18.8×1.8）

梱200

梱200

梱100

梱100

A

B-32-75
B-32-76

　　 ❾ 半月盆 黒天金
7寸
8寸

¥1,700
¥2,200

（20.2×17.8×1）

（24.2×21.2×1）

梱80

梱60

A

B-34-66

B-34-67

　　 ❺

　　 ❻

新木目丸盆　溜

新木目丸盆　溜 ノンスリップ加工
¥1,200

¥1,400

（27φ×2.3）

（27φ×2.3）

梱80

梱80

A

A

B-31-92
B-31-93

　　 10 半月盆 溜
7寸
8寸

¥1,750
¥2,250

（20.2×17.8×1）

（24.2×21.2×1）

梱80

梱60

A

B-32-74
　　 ❹ 8.3寸丸盆 黒

¥950（25φ×2） 梱80

A B-34-68
　　 ❼ 新木目丸盆　総ブラウン

¥2,100（27φ×2.3） 梱80

A

1-103-3
　　 ❷ ８寸京風角盆 黒木目天朱

¥880（24×24×1.5）梱60
A

1-103-12
B-18-78

　　  11 梅型盆 黒天朱
8寸
9寸

¥1,050
¥1,050

（23×22.5×1.3）

（26.5×26.5×1.3）

梱80

梱80

A

お

盆

名刺盆・しるこ盆・丸盆 31-108



B-8-64
　　 11 A 8寸長手サントレー 茶パール  

¥800（24×17.8×1.5）梱60

お

盆

1-104-1
　　 ❶ A 新カスター盆 黒木目天朱  

 ¥950 （23.2×8.6×2.7） 梱100

B-8-63
　　 ❷ A 新カスター盆 溜木目  

 ¥1,150 （23.2×8.6×2.7） 梱100

B-30-69
　　 ❹ A 尺０寸小判ぜんざい盆 黒

 ¥1,150 （30.2×15.9×1.3） 梱100

B-30-70
　　 ❺ A 尺０寸小判ぜんざい盆 赤朱

 ¥1,150 （30.2×15.9×1.3） 梱100
1-104-2
　　 ❸ A 小判カスター盆 黒天朱  

¥850（23×13×2.5）梱100

1-104-3
　　 ❻ MD.X小判カスター盆 黒天朱  

¥900（25.2×9.6×1.6）梱100 B-12-53
　　 ❼ M 7寸小判千筋珍味盆 黒天朱  

¥1,050（21×9×1.3）梱100

1-104-6
　　 10 A 8.5寸長手布目カスター盆 溜  

¥750（25.4×18.2×1.3）梱100

B-16-32
　　 13 A 9寸袖型卓上盆 黒天朱  

¥1,550（25.9×18.4×1.1）梱60 B-31-59
　　 14 A 尺0寸千筋カスター盆 黒

¥1,000（30×24×2.2）梱50 B-31-60
　　 15 A 尺0寸千筋カスター盆 溜  

¥1,250（30×24×2.2）梱50

1-102-9
　　 ❾ 尺0寸小判千筋盆 黒天朱

¥930 （30.2×18.2×1） 梱80

A

1-102-8
　　 ❽ 8.5寸小判千筋盆 黒天朱

¥730 （25.5×15.3×1） 梱100

A

1-103-1
　　 12 9寸しるこ盆 黒天朱

¥1,000 （26×19×1.6）梱100

A

①
④

② ⑤

カスター盆・小判盆・長手盆31-109



1-105-1
　　 ❶ A ミニカスター盆 黒天朱  

¥880（21.5×10×3.7）梱100

1-105-5
　　 ❸ A ミニカスター盆 溜  

¥1,200（21.5×10×3.7）梱100 1-105-6
　　 ❹ A 7寸カスター盆 溜  

¥1,300（21.5×13.1×4）梱80

B-32-91
　　 ❻ A 加賀カスター盆 黒

¥950（23.1×8.5×2.8）

B-32-94
　　 ❾ A 加賀カスター盆 白木塗

¥1,150（23.1×8.5×2.8）

B-32-92
　　 ❼ A 加賀カスター盆 新溜 裏黒塗

¥950（23.1×8.5×2.8）

B-32-95
　　 10 A 加賀カスター盆 溜春慶内黒塗

¥1,200（23.1×8.5×2.8）

B-32-93
　　 ❽ A 加賀カスター盆 黒天目

¥1,050（23.1×8.5×2.8）

B-32-96
　　 11 A 加賀カスター盆 栃刷毛目

¥1,400（23.1×8.5×2.8）

 　　 ❷ A カスター盆 黒天朱  
 1-105-2 7寸 ¥950 （21.5×13.1×4） 梱80
 1-105-3 8寸 ¥1,350 （25×14×4） 梱60

 1-105-4 9寸 ¥1,550 （28×16.8×4） 梱40

 　　 ❺ A カスター盆 溜  
 1-105-7 8寸 ¥1,600   （25×14×4） 梱60

 1-105-8 9寸 ¥1,800   （28×16.8×4） 梱40

お

盆

幅がスリムになっているので
スペースを取りません。

加賀カスター盆・カスター盆 31-110



お

盆
❶ B-24-85
A 26cmカスター盆　黒天朱
¥950 （25.8×13.3×1.9） 梱80

❸ B-24-87
Aロングカスター盆　黒天朱
¥1,350 （34×11.9×1.7） 梱60

❷ B-24-86
A 30cmカスター盆　黒天朱
¥1,500 （31.1×16×1.9） 梱60

❹ B-24-88
A 千筋カスター盆　黒天朱
¥1,500 （30×20×1.9） 梱40

13 B-24-97
A 26cmカスター盆　栃刷毛目
¥1,400 （25.8×13.3×1.9） 梱80

14 B-24-98
A 30cmカスター盆　栃刷毛目
¥1,950 （31.1×16×1.9） 梱60

15 B-24-99
A ロングカスター盆　栃刷毛目
¥1,750 （34×11.9×1.7） 梱60

16 B-25-1
A 千筋カスター盆　栃刷毛目
¥1,900 （30×20×1.9） 梱40

❾ B-24-93
A 26cmカスター盆　ブラックパール
¥950 （25.8×13.3×1.9） 梱80

10 B-24-94
A 30cmカスター盆　ブラックパール
¥1,500 （31.1×16×1.9） 梱60

11 B-24-95
A ロングカスター盆　ブラックパール
¥1,350 （34×11.9×1.7） 梱60

12 B-24-96
A 千筋カスター盆　ブラックパール
¥1,500 （30×20×1.9） 梱40

❺ B-24-89
A 26cmカスター盆　ワインパール
¥950 （25.8×13.3×1.9） 梱80

❻ B-24-90
A 30cmカスター盆　ワインパール
¥1,500 （31.1×16×1.9） 梱60

❼ B-24-91
A ロングカスター盆　ワインパール
¥1,350 （34×11.9×1.7） 梱60

❽ B-24-92
A 千筋カスター盆　　ワインパール
¥1,500 （30×20×1.9） 梱40

カスター盆31-111



お

盆

❹ B-24-77

❶ B-24-74
A 深型トレー 新紫檀裏黒塗
¥2,000 （24.1×11.4×2.2） 梱60

❸ B-24-76
Aミニトレー 白裏白塗
¥950 （24×10.6×1.8） 梱80

❷ B-24-75
A 深型トレー 銀透き裏黒塗
¥1,700 （24.1×11.4×2.2） 梱60

Aミニトレー 緑刷毛目
¥1,000 （24×10.6×1.8） 梱80

B-24-78
B-24-79

　　❺ Aスマートトレー 溜
（小） ¥950 （21.8×14.8×1.8） 梱80
（大） ¥1,400 （30×20.8×1.8） 梱60

B-24-80
B-24-81

　　❻ Aスマートトレー オレンジ刷毛目
（小） ¥1,050 （21.8×14.8×1.8） 梱80
（大） ¥1,550 （30×20.8×1.8）   梱60

　　 ❼   A   角木目カスター盆 黒天朱
 Ｂ-25-70 5寸 ¥580 （15×15×2.7） 梱100

 Ｂ-25-69 5.8寸 ¥730 （17.5×17.5×2.7） 梱80

　　 ❽   A   角木目カスター盆 新溜
 Ｂ-29-25 5寸 ¥740 （15×15×2.7） 梱100

 Ｂ-29-26 5.8寸 ¥870 （17.5×17.5×2.7） 梱80

深型トレー・ミニトレー・スマートトレー・角木目カスター盆・カフェトレー 31-112



カドの部分が強化してあり
積み重ね時割れにくくなっております。

ノンスリップ加工

FRPノンスリップ加工脇取盆

1-107-5
❸ 2尺ABS木目脇取盆黒天朱

¥5,500（60.6×39.3×4.5）梱20
A

1-107-6
❹ 2尺3寸ABS木目脇取盆黒天朱

¥6,500（70×42.6×5.8）梱10
A

1-107-11
❼ 2尺ABS木目脇取盆黒天朱

¥6,200（60.6×39.3×4.5）梱20
ノンスリップ加工A

1-107-12
❽ 2尺3寸ABS木目脇取盆黒天朱

¥7,500（70×42.6×5.8）梱10
ノンスリップ加工A

ABS木目脇取盆黒天朱A❶
1-107-1 尺5寸 ¥2,950（45.1×30.4×4） 梱30

1-107-2 尺7寸 ¥3,900（51.3×34.2×3.8）梱30

ABS木目脇取盆黒天朱A❷
1-107-3 尺8寸 ¥4,300（54.4×36.2×3.9）梱20
1-107-4 尺9寸 ¥4,900（57.5×36.3×4.3）梱20

ABS木目脇取盆黒天朱 ノンスリップ加工A❺
1-107-7 尺5寸 ¥3,150（45.1×30.4×4） 梱30

1-107-8 尺7寸 ¥4,500（51.3×34.2×3.8）梱30

ABS木目脇取盆黒天朱 ノンスリップ加工A❻
1-107-9 尺8寸 ¥4,800（54.4×36.2×3.9）梱20
1-107-10 尺9寸 ¥5,300（57.5×36.3×4.3）梱20

1-107-13
❾ 尺8寸木目脇取盆黒天朱

¥8,450（53.8×35.8×4.2）梱20
ノンスリップ加工FRP

1-107-14
10 2尺木目脇取盆黒天朱

¥9,000（60×39.5×4.5）梱20
ノンスリップ加工FRP

FRP FRP樹脂は耐熱温度120℃で、割れにくく変形しません。洗浄機OKです。 

運
び
盆
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（中）隅丸脇取盆新黒木目天朱A❶
1-106-1 尺9寸（中）¥4,700（57.5×36.3×4）梱20
1-106-2 2尺（中） ¥5,400（61.2×39.9×4）梱20

幅広型（大）隅丸脇取盆新黒木目天朱A❷
1-106-3 尺9寸（大）¥5,500（57.5×42.3×4.2）梱20
1-106-4 2尺（大） ¥6,000（61.2×46×4.2） 梱20

（中）隅丸脇取盆新黒木目天朱 ノンスリップ加工A❺
1-106-6 尺9寸（中）¥5,000（57.5×36.3×4） 梱20

1-106-7 2尺（中） ¥6,000（61.2×39.9×4） 梱20

幅広型（大）隅丸脇取盆新黒木目天朱 ノンスリップ加工A❻
1-106-8 尺9寸（大）¥6,200（57.5×42.3×4.2）梱20
1-106-9 2尺（大） ¥6,700（61.2×46×4.2） 梱20

ノンスリップ加工

●収納OK!しかも割れにくいデザインです。

隅丸脇取盆栃
B-15-74 尺6寸 ¥5,300（48.3×32.7×4） 梱30

B-15-75 新尺9寸 ¥5,800（57.5×36.4×4.2）梱20

ノンスリップ加工A❸ 尺6寸隅丸脇取盆黒木目天朱
1-106-5 ¥4,400（48.3×32.7×4）梱30

ノンスリップ加工A❹

運
び
盆
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1-129-15
❶ 白木尺7寸脇取盆

¥8,000（51.7×35×4.2）梱20
木

1-109-10
❻ （小）料理運び盆黒木目天朱

¥11,100（60.3×40.3×9）梱10
木

1-109-11
❼ （大）料理運び盆黒木目天朱

¥16,000（69.8×45.5×12.5）梱5
木

ミニ脇取盆黒木目天朱木❷
1-109-1 セット ¥8,000 梱20

1-109-2 （小）尺4寸 ¥3,900（42.1×27×4.2）梱20
1-109-3 （大）尺5寸 ¥4,100（45.3×30×4.2）梱20

茶木目脇取盆 限定品木❺
1-109-12 セット ¥10,150 梱10

1-109-13（小）尺9寸 ¥4,850（57×39×4） 梱10

1-109-14（大）2尺 ¥5,300（59.8×41.9×3.9）梱10

（大）脇取盆黒木目天朱木❹
1-109-7 セット ¥11,950 梱10

1-109-8 （小）尺9寸 ¥5,850（57.5×42.5×4.5）梱10
1-109-9 （大）2尺 ¥6,100（60.3×45×4.5） 梱10

（中）脇取盆黒木目天朱木❸
1-109-4 セット ¥10,300                  梱10

1-109-5 （小）尺9寸 ¥4,900（57.5×36.3×4.5）梱20
1-109-6 （大）2尺 ¥5,400（60.3×39.5×4.5）梱20

海外生産の為、在庫を確認の上ご注文ください。限定品

運
び
盆
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キング塗 肉持ちがあり、ゴム状のタッチで、耐擦傷性に優れており、 
ベタつかず、その上ノンスリップ作用もあります。 

モダントレーA❷

1-108-4 黒天朱
¥2,400（44.2×19.2×4.6） 梱40

1-108-3 モスグリーン
¥2,850（44.2×19.2×4.6） 梱40

キング塗
コーヒートレーA❶

1-108-1 黒天朱
¥2,400（43.5×19×3.7）梱40

1-108-2 モスグリーン
¥3,300（43.5×19×3.7）梱40

キング塗

ニューモダントレーA❺
B-8-67 モスグリーン

¥3,200（43.6×18.6×3.5）梱40
B-8-66 黒天朱

¥2,800（43.6×18.6×3.5）梱40

キング塗

洋風脇取盆A❸
1-108-5 黒天朱

¥3,050（44.8×28.2×4.1）梱30
1-108-6 モスグリーン

¥3,550（44.8×28.2×4.1）梱30
キング塗

パーティートレーA❹

1-108-8 黒天朱
¥4,050（48×30×4） 梱30

1-108-7 モスグリーン
¥4,200（48×30×4） 梱30

キング塗

B-16-33
❼ 尺4寸羽反コーヒートレーチーク塗

¥7,650（42×25×5.3） 梱20

木

B-25-52
❽ 尺2寸コーヒートレーグリーン塗り分け

¥3,100（36.6×18.9×3.4） 梱40

A

運び盆グリーン石目天黒 ノンスリップ加工A❻
B-12-33 尺2寸 ¥2,350（36.2×24.1×3.3） 梱40

B-12-34 尺4寸 ¥2,600（42.4×28.6×3.6） 梱40

運
び
盆
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※❹～❽の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

B-3-53
❻ PC-150コンテナブラウン

¥3,140（外寸69×41×13.5･
内寸65×37×12.5） 梱10

P.P

B-3-54
❼ PC-150コンテナ クリーム

¥3,140（外寸69×41×13.5･
内寸65×37×12.5） 梱10

P.P

B-3-55
❽ PC-150コンテナ ベージュ

¥3,140（外寸69×41×13.5･
内寸65×37×12.5） 梱10

P.P

B-21-39
❶ クリーンコンテナダークブラウン

¥2,650（外寸51×38×12.5･
内寸45.5×33.5×12.2）梱20

P.P

B-21-40
❷ クリーンコンテナベージュ

¥2,650（外寸51×38×12.5･
内寸45.5×33.5×12.2）梱20

P.P

B-21-41
❸ クリーンコンテナグリーン

¥2,650（外寸51×38×12.5･
内寸45.5×33.5×12.2）梱20

P.P

1-115-1❹
皿鉢コンテナ

¥5,850
（外寸46×46×16･内寸41.3×41.3×14.8）梱6

ノンスリップ加工P.P
1-113-6❺
鉢盛コンテナ

¥7,000（外寸56×56×16･
内寸51.5×51.5×14.8） 梱6

ノンスリップ加工P.P

コンパクトなコンテナは、
使いやすく手軽で持ち運びに便利です。
後片づけもスムーズです。

積み重
ね

OK!
本体の外側がエンボス
加工なのでキズ、ヨゴレ
が目立ちにくくなって
います。

コ
ン
テ
ナ
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収納時は穴同士で
積み重ねて下さい。

収納時は穴同士で
積み重ねて下さい。

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

オリジナルコンテナ

お座敷にも上品にマッチします。
塗りは、お客様のご要望により、
特注も承ります。ご相談ください。

塗り物コンテナ

1-110-1❶
No.5 コンテナ梨地塗

¥4,800（外寸63.3×38.3×11･
内寸59.4×34.6×10） 梱10

A

1-110-2❷
No.4 コンテナ梨地塗

¥5,000（外寸68×40×13.5･
内寸63.7×36.3×12.4） 梱10

A

1-110-3
❸ WF-200 コンテナ梨地塗

¥5,550（外寸71.3×42×14.2･内寸66.4×37.7×13.4）梱10
A

1-110-4
❹ WF-300 コンテナ梨地塗

¥6,150（外寸71.3×42×17･内寸66.4×37.7×16.4）梱10
A

1-110-5
❺ No.5 コンテナ梨地松葉内朱

¥5,000（外寸63.3×38.3×11･内寸59.4×34.6×10）梱10
A

1-110-6
❻ No.4 コンテナ梨地松葉内朱

¥5,200（外寸68×40×13.5･内寸63.7×36.3×12.4）梱10
A

コ
ン
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収納時は穴同士で
積み重ねて下さい。

※写真の様に特大御料理No.1は、矢印同士、WF-200、WF-300は穴同士で
積み重ねて下さい。収納スペースをとりません。矢印

収納時は穴同士で
積み重ねて下さい。

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

オリジナルコンテナ

穴

穴

1-111-1❶
No.5 コンテナベージュ

¥2,740（外寸63.3×38.3×11･内寸
59.4×34.6×10）梱10

P.P

1-111-2❸
No.5 コンテナブラウン

¥2,740（外寸63.3×38.3×11･内寸
59.4×34.6×10）梱10

P.P

1-111-3
❹ No.4 コンテナブラウン

¥2,900（外寸68×40×13.5･内寸63.7×36.3×12.4）梱10
P.P

1-111-4
❺ 特大御料理コンテナ No.1 ブラウン

¥4,960（外寸67.5×52.5×14.5･内寸61.5×49×14）梱10
P.P

1-111-5
❻ WF-200 コンテナブラウン

¥3,200（外寸71.3×42×14.2･内寸66.4×37.7×13.4）梱10
P.P

1-111-6
❼ WF-200 コンテナベージュ

¥3,200（外寸71.3×42×14.2･内寸66.4×37.7×13.4）梱10
P.P

1-111-7
❽ WF-300 コンテナブラウン

¥3,600（外寸71.3×42×17･内寸66.4×37.7×16.4）梱10
P.P

1-111-8
❾ WF-300 コンテナベージュ

¥3,600（外寸71.3×42×17･内寸66.4×37.7×16.4）梱10
P.P

⑥

⑦

⑧

⑨

1-945-7❷
コンテナ透明 No.4  

¥4,500（外寸68×40×13.5・
内寸63.7×36.3×12.4）梱10

P.P

コ
ン
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1-115-3
❶ コンテナ#150 クリーム

¥5,500
（外寸57.3×38.7×11.3･
内寸53.5×34.9×10）梱5

P.P コンテナ#20 クリームP.P❷
1-115-4 本体 ¥5,500

（外寸64.3×39.2×11.3･
内寸60.2×35.2×10）梱5

1-116-9 蓋 ¥2,100
（65×40.4×2.4） 梱20

1-115-10
❻ コンテナ角
No.60 うす茶
¥8,300
（外寸49×49×21･
内寸45.5×45.5×19.3）梱5

P.P

B-5-94
❼ 特大型コンテナ長角
No.90 うす茶
¥7,500
（外寸68.8×40.8×13.2･
内寸62.5×34.5×12）梱5

P.P

1-115-12
❾ 特大型コンテナ長角
No.30深 うす茶
¥9,300
（外寸64.3×39.2×16･
内寸59.5×34.5×13.5）梱5

P.P

1-115-6
❹ 特大型用蓋

¥4,600
（69.3×43.3×3.2） 梱20

P.P

1-115-7
❸ コンテナ特大型浅クリーム

¥6,150
（外寸68.3×42.2×10･
内寸64.3×38.4×8.7）梱10

P.P コンテナ特大深クリームP.P❺
1-115-8 本体 ¥7,000

（外寸68.3×42.4×16･
内寸64.3×38.4×14.7）梱5

1-115-9 蓋 ¥4,600
（69.3×43.3×3.2） 梱20

1-115-13
❽ 特大型コンテナ長角
No.20浅 うす茶
¥8,500
（外寸64.3×39.2×11.6･
内寸59.5×34.5×9） 梱5

P.P

※この頁の商品は、一部掛率が異なりますのでご注意下さい。

1-116-1
10 コンテナ大型深クリーム

¥4,400（外寸64.4×41.8×16.2･
内寸60.4×37.8×14.6）梱5

P.P

1-116-2
11 コンテナ大型浅クリーム

¥4,200（外寸64.4×41.8×9.2･
内寸60.4×37.8×7.6）梱10

P.P

1-116-4
12 コンテナ小型深クリーム

¥2,750（外寸57.4×38.8×10.5･
内寸53.4×34.8×9） 梱10

P.P

1-116-5
13 コンテナ小型浅クリーム

¥2,600（外寸57.4×38.8×7.5･
内寸53.4×34.8×6.1）梱10

P.P

1-116-3
14 コンテナ大型用蓋

¥2,350（65.7×43×3.3） 梱20

P.P

1-116-6
15 コンテナ小型用蓋

¥2,400（58.4×39.8×3.2）梱20
P.P

1-116-7
16 コンテナ#10 クリーム

¥4,100（外寸64.3×39.2×15.4･
内寸60×35.2×14.2） 梱5

P.P

1-116-8
17 コンテナ#30 クリーム

¥3,300（外寸64×39.6×8.9･
内寸60×35.2×7.5） 梱10

P.P

1-116-918
コンテナ#10･#20･#30用蓋

¥2,100（65×40.4×2.4） 梱20
P.P 1-116-10

19 コンテナ#0 クリーム
¥4,050（外寸65×44×15.3･
内寸60.9×39.9×14.9）梱5

P.P 1-116-1120
コンテナ#0用 蓋

¥2,350（66.3×45.1×3）梱20
P.P

1-118-721
コンテナTP-38 オレンジ

¥4,000（外寸62.5×29.5×25･
内寸59.5×26.5×24.2）梱8

P.P
1-118-922
コンテナMB-15 ブルー

¥3,600（外寸67.6×44.8×15.6･
内寸63.7×40.8×14.9）梱5

P.P
1-119-623
コンテナB-24 ブルー

¥4,000（外寸42×29×24.8･
内寸38×26×24.1）梱6

P.P
1-119-1024
コンテナRB-45 ブルー

¥6,600（外寸62.3×46.4×19.9･
内寸58×42×18.8）梱5

P.P

この頁の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。直送
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大名膳に料理を盛って運べます。

ちらし寿司、丼物の保温
コンテナとして最適です。

※この頁の商品は、一部掛率が異なりますのでご注意下さい。

1-113-3❶
丼保温用ハッポウ 6ケ入

¥5,640
（外寸63.7×42.8×15･本体穴内寸18.6φ×6.5･
蓋穴内寸19.3φ×5.6）梱10

H.P
お料理コンテナ ノンスリップ加工P.P❷

1-113-4 深型本体 ¥8,950（外寸73×49×15.5･内寸68.5×44.5×14.6）梱5
1-113-5 蓋 ¥5,200（74×50×2） 梱20

お料理コンテナ ノンスリップ加工P.P❸
1-113-7 浅型本体 ¥7,200（外寸73×49×9.5･内寸68.5×44.5×8.6）梱6
1-113-5 蓋 ¥5,200（74×50×2） 梱20

マルチコンテナーSA❼
B-25-34 ○Aアイボリー ¥4,200（40×30×7）梱15
B-25-35 ○B 黒 ¥4,200（40×30×7）梱15
B-25-36 ○C黒内朱 ¥6,500（40×30×7）梱15
B-25-37 ○D黒内青竹 ¥8,900（40×30×7）梱15

マルチコンテナーMA❽
B-25-38 ○Eアイボリー ¥5,400（60×40×7）梱10
B-25-39 ○F黒 ¥5,400（60×40×7）梱10
B-25-40 ○G 黒内朱 ¥8,400（60×40×7）梱10
B-25-41 ○H黒内青竹 ¥12,000（60×40×7）梱10

キングお料理コンテナ ノンスリップ加工P.P❹
1-115-15 本体 ¥13,300（外寸81.1×64.1×17.9･内寸76×59×15.4）梱3
1-115-16 蓋 ¥8,200（81.1×64.1×2.5） 梱20

1-114-3❺
コンテナ茶碗蒸し 12ヶ入

¥29,500
（外寸65×40.5×16.5･本体穴内寸
8.8φ×5.2･蓋穴内寸10.4φ×5）
梱5

P.P 1-114-4❻
コンテナ茶碗蒸し 20ヶ入

¥41,500
（外寸73×49×15.5･本体穴内寸8.8φ
×5.3･蓋穴内寸10.4φ×5.2）梱5

P.P

茶碗蒸しコンテナ

マルチコンテナー

○A

○B

○G

○H

限定品

コ
ン
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吸物椀保温用としても
御利用いただけます。

吸物椀保温用としても
御利用いただけます。

吸物椀保温用としても
御利用いただけます。

1-112-1❶
茶碗蒸しハッポウ 9ヶ入

¥3,080
（外寸36×36×13.5･本体穴内寸9φ×4.7･
蓋穴内寸10φ×4.6）梱10

H.P

1-112-2
❷ 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

P.P

1-112-3❸
茶碗蒸しハッポウ 15ケ入

¥5,900
（外寸60×35×11.8･本体穴内寸9φ×4.7･
蓋穴内寸10φ×4.6）梱10

H.P

1-112-5❹
茶碗蒸しハッポウ 20ケ入

¥6,250
（外寸58.5×46×11.8･本体穴内寸9φ×4.7･
蓋穴内寸10φ×4.6）梱10

H.P

No.4コンテナ使用

特大御料理コンテナ使用

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

吸物椀保温用としても
御利用いただけます。

飯器用保温コンテナ
丼用保温コンテナ 兼用です

1-113-1❺
飯器保温用ハッポウ 12ケ入

¥5,560
（外寸55.5×42×12･本体穴内寸11.5φ×4.7･
蓋穴内寸12.5φ×4.7）梱10

H.P

特大御料理コンテナ使用

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

P119参照

P119参照

P119参照

限定品

限定品

コ
ン
テ
ナ

茶碗蒸し・飯器保温コンテナ 31-122



吸物椀保温用としても
御利用いただけます。

吸物椀保温用としても
御利用いただけます。

吸物椀保温用としても
御利用いただけます。

1-112-1❶
茶碗蒸しハッポウ 9ヶ入

¥3,080
（外寸36×36×13.5･本体穴内寸9φ×4.7･
蓋穴内寸10φ×4.6）梱10

H.P

1-112-2
❷ 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

P.P

1-112-3❸
茶碗蒸しハッポウ 15ケ入

¥5,900
（外寸60×35×11.8･本体穴内寸9φ×4.7･
蓋穴内寸10φ×4.6）梱10

H.P

1-112-5❹
茶碗蒸しハッポウ 20ケ入

¥6,250
（外寸58.5×46×11.8･本体穴内寸9φ×4.7･
蓋穴内寸10φ×4.6）梱10

H.P

No.4コンテナ使用

特大御料理コンテナ使用

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

吸物椀保温用としても
御利用いただけます。

飯器用保温コンテナ
丼用保温コンテナ 兼用です

1-113-1❺
飯器保温用ハッポウ 12ケ入

¥5,560
（外寸55.5×42×12･本体穴内寸11.5φ×4.7･
蓋穴内寸12.5φ×4.7）梱10

H.P

特大御料理コンテナ使用

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

P119参照

P119参照

P119参照

限定品

限定品
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R24の
性能データ
用途
●水産業界 鮮魚の運搬配送および一時保管用に。各種スリ身の運搬配送に
●食肉業界 各種精肉、パックシート、ブロイラーの配送用に
●食品業界 学校給食、麺類、寿司シャリ、他一般食品の配送に
●加工食品業界 ハム、ソーセージ、ベーコン、カマボコ、豆腐
●乳製品業界 牛乳、チーズ、バター、アイスクリーム
●青果業界 野菜果実の運搬配送用に
●医薬品業界 血清、ワクチン等の低温輸送に
●レジャー業界 ホテル、レストラン、スナック、ゴルフ場等観光施設に

ホレコンR-24は、ポリプロピレン製のコンテナの中
に、発泡ウレタンを注入した、保温・保冷効果の高い
コンテナです。尚、専用カード差しもあります。

※茶碗蒸しハッポウは吸物椀保温用としても御利用頂けます。
122頁参照下さい。

R-17〈容量18R〉直送❼
1-942-1 ¥13,100

（外寸34×26.4×28.2・
内寸31×23.4×26）
梱6 材質:P.P+断熱材

1-942-2❽
R-17（蓋）
¥7,050
（外寸34×26.4×4）
梱12 材質:P.P+断熱材

直送

R-24〈容量23R〉直送❶
1-942-3 ¥14,000

（外寸55×41.5×18.5・
内寸47×35×15.5）
梱5 材質:P.P+断熱材

1-942-4
❷ R-24（蓋-8）

¥10,200（外寸55×41.5×3.4・内寸本体嵌合0.8）梱10
直送

材質:P.P+断熱材

1-942-5
❸ R-24（蓋-20）

¥10,700（外寸55×41.5×4.6・内寸本体嵌合2）梱5
直送

材質:P.P+断熱材

1-942-6
❹ R-24（蓋-36）

¥12,300（外寸55×41.5×6・内寸本体嵌合3.6）梱5
直送

材質:P.P+断熱材

1-942-7
❺ HC-20 蓋付き〈容量11R〉

¥23,400
（外寸42×28×23.9・内寸32×21×19）
梱4 材質:P.P+断熱材

直送

1-942-8
❻ HC-40 蓋付き〈容量22R〉

¥26,000
（外寸48×39×23.9・内寸39.7×32×19）
梱4 材質:P.P+断熱材

直送

1-942-10❾

1-112-113

1-112-314
1-113-115

飯器（二重構造）
バイオレット色
スクリュー
キャップ式
¥1,300（11.3φ×8.5・
容量315p）梱100

P.P

1-942-1110
飯器（二重構造）

ブラウン色
スクリュー
キャップ式
¥1,300（11.3φ×8.5・
容量315p）梱100

P.P

1-942-1211
汁椀

オレンジ色
スクリュー
キャップ式
¥240（9.3φ×
7・容量283p）梱150

P.P
1-942-1312
汁椀

ワイン色
スクリュー
キャップ式
¥240（9.3φ×7・
容量283p）梱150

P.P

茶碗蒸しハッポウ 9ケ入
¥3,080
（外寸36×36×13.5・本体穴内寸9φ×
4.7・蓋穴内寸10φ×4.6）

H.P

茶碗蒸しハッポウ 15ケ入
¥5,900
（外寸60×35×11.8・本体穴内寸9φ×4.7・
蓋穴内寸10φ×4.6）

H.P

飯器保温用ハッポウ 12ケ入
¥5,560
（外寸55.5×42×12・本体穴内寸11.5φ×4.7・
蓋穴内寸12.5φ×4.7）

H.P

ホレコンの特長 ■耐衝撃性に優れたポリプロピレン製コンテナの中に発泡体を内蔵し、お望みの温度を効率よく長時間保つ二重構造になっております。
■段積み時においても荷くずれ防止としてスタッキング方式になっておりますので安全な輸送・保管ができます。

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。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。直送

限定品

コ
ン
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衛生：

万能：

機能：

平滑：

SPトレー全周をR成型にして、
洗浄しやすく、衛生的です。
さしみ、和菓子等、使い道はいろいろ。
幅広い用途に使用していただけます。
軽量でコンパクトでシンプルなデザイン。
使いやすさと機能性を追求しました。
底面にはリブが無いためヨゴレが溜まらず、
清潔さを保ちます。

※SP-15-Dに
4枚収納可能

※SP-20-D深型に
5枚収納可能

機能的設計 軽さと作業性の優れたデザインと衛生的で保温・保冷機能を追求した商品です。

■ロングライフ
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチッ
クで、その強度の良さは抜群です。
■軽さと作業性

表 裏

エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱う事が出
来ます。
■衛生性＆グッドデザイン
ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食器などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はあり
ません。エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。

1-943-1❶
コンテナ SP-10-D  
¥11,700（48×37.3×17.9H）
材質:本体・フタ:P.P+断熱材
主な用途:ごはん（2升入）、寿司しゃり、
弁当箱（10個）、豆腐（2号パック20個）

1-943-2❷
エスレンコンテナ SP-15-D  
¥12,300（48.3×37.3×21.8H）
材質:本体・フタ:P.P+断熱材
主な用途:ごはん（3升入）、寿司しゃり等

1-943-3❸
エスレンコンテナ SP-20-D深型
¥12,950（48.3×37.3×25.6H）
1-943-5❹

エスレンコンテナ SP-20-D平型
¥19,200（63.4×42.4×18.7H）
材質:本体・フタ:P.P+断熱材
主な用途:ごはん（5升入）、寿司しゃり等、
弁当箱（20個）、豆腐（2号パック40個）

1-943-4❺
エスレンコンテナ用 SPトレー
¥2,600（37×30×3.1H）

1-944-10❽
P小型朱塗り（赤・黒）両面使用型

（容量:表1.3R裏2.3R）
¥4,300（外寸33.7×25×5.1H）
表（内寸32×23.5×1.7H）
裏（内寸31.7×23.2×3.2H）梱30

A

1-945-4❾
PM-76 クリーム色（容量:約16.7R）

¥6,250（外寸64×41.4×9.2H・
内寸59.8×37.2×7.6H） 梱10

P.P

1-943-6❻
8Rアルミカン
¥14,300（34.3×26.3×10.9）

1-943-7❼
16Rアルミカン
¥18,850（53.6×33.8×10.8）

1-945-510
PM-146 クリーム色（容量:約32.4R）

¥7,700（外寸64×41.4×16.2H・
内寸59.8×37.2×14.6H） 梱5

P.P
1-945-611
フタ-PM クリーム色

¥2,900（65.6×43×2.2H）梱20
P.P

〈スタック例〉
フタ-PM

PM-76

PM-146

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。この頁の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。直送

※❶～❹につきましては10個単位の
　ご注文での販売となります。

コ
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ナ

エスレンコンテナ・ばんじゅう直送 31-124



蓄冷・蓄熱式

保温・保冷BOX
●食品衛生法・厚生労働省告示第20号適合 ●実用新案登録申請中

●耐熱・耐薬品性に優れ、発泡ポリプロピレン製なので
繰り返しの使用に最適です。
●軽量かつ、緩衝性に優れデリバリーに最適です。
●外食産業、ホテル・旅行業界、介護業界など様々な業
界でご好評を得ております。

B-3-58❷
長角保温･保冷コンテナ用蓄熱剤
1ヶ ¥17,050 （20.4φ×3.1）梱20

※100℃の湯煎・蒸し器で
1時間以上加熱させて下さい。

※-25℃以上の冷凍庫で
12時間凍結させて下さい。

※湯煎式は100℃の湯煎・蒸し器で1時間以上加熱させて下さい。

B-3-59❸
長角保温･保冷コンテナ RH-300型用中棚板
¥3,750（57.3×40.5×0.5）梱100

B-3-57❹
長角保温･保冷コンテナ用蓄冷剤 520g
1ヶ ¥950 （14×19.5×2.5）梱40

B-3-60❺
長角保温･保冷

コンテナ RH-10型
（浅タイプ）（仕切別売）
¥7,100
（外寸47×35.4×17.6・内寸39×
31.3×9）・収納数12個（多用仕切1
セット使用時）梱5

H.P.P
B-7-52❼
長角保温･保冷

コンテナ RH-30型
（特深タイプ）（仕切別売）
¥9,550
（外寸46.6×35.4×31.7・内寸
39.4×31.4×25）・収納数12個（多
用仕切1セット使用時）24個（多用仕
切2セット、中棚板1枚使用時）梱5

H.P.P

B-4-88❽
長角保温･保冷コンテナ
RH-20／30型用中棚板
¥3,200
（38.7×30.8×0.5）梱50

B-3-61❾
長角保温･保冷コンテナ
RH-10／20／30型用多用仕切
¥3,350
（38.5×30.5×7・仕切内寸9.3×9.8）仕仕 梱100

B-4-9610
長角保温･保冷コンテナ
RH-30型用蓄熱剤受け（白）
¥2,200
（38.8×30.8×3.1）梱20

※各種、蓄熱剤のセットにご利用
下さい。

B-3-5811
蓄熱剤湯煎式（アルミ丸型）
厚さ3㎝
¥17,050（20.4φ×3.1）梱20

B-4-87❻
長角保温･保冷

コンテナ RH-20型
（深タイプ）（仕切別売）
¥8,000
（外寸47×35.4×26.2・内寸39.4×
31.4×20.2）・収納数12個（多用仕
切1セット使用時）24個（多用仕切2
セット、中棚板1枚使用時）梱5

H.P.P

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい
は、強化樹脂ハッポーのマークです。H.P.P

・保温温は、66 持0℃以以上を33時間以以上持続し持持 ます。
（蓄熱熱剤を本体底底に2個個セットト）

・保冷冷は、777℃以下下を6時時時間以上持続し続 ます。
（蓄冷冷剤を蓋の裏裏のネットにに2個セッセ ト）

B-3-56❶
長角保温･保冷コンテナ

RH-300型（仕切別売）
¥22,450（外寸66×46×26）
（内寸58×41×16）梱5

H.P.P 蓄冷剤
※外気温30℃、ボックス内予冷10℃で半分料理を入れた場合、合合
蓄冷剤2個でコンテナー内部の保冷10℃約4時間の目安です。すす

コ
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保温・保冷BOX



蓄冷剤（ブロー容器タイプ）
B-4-89 CAH-200（200g）

¥480（9×15×1.9）梱80
B-3-57 CAH-500（520g）

¥950（14×19.5×2.5）梱40
B-10-65 CAH-501（500g）

¥950（11.5×18.7×3）梱40
B-10-66 CAH-502P（500g）

¥950（30×7×4）梱40
B-10-67 CAH-702（865g）

¥1,400（13.5×33×2.4）梱18
B-10-68 CAH-1000（1,000g）

¥1,770（20×21×3.3）梱20
B-10-69 CAH-1001（1,150g）

¥1,870（18×28×3.3）梱15
B-10-70 CAH-1200（1,500g）

¥3,800（25×35.5×2.3）梱12

10

保温・保冷料理コンテナ

●できる限り直射日光を避けることが寿命を長くします。
●極度な低温での使用は避けて下さい。
●極端な偏荷重をかけますと変型の原因となります。すす
●極端な衝撃や荷重は避けて下さい。
●火気には近づけないで下さい。

保温・保冷BOX
使用上の注意

［本体］

●若干の透水性がありますので、液でで 体を入れると水漏れする場合があります。すす
●蓄冷剤は-25℃以上の冷凍室で12時間凍結さ凍凍 せて下さい。
●蓄熱剤は100℃の00 湯煎または蒸し器で1時間加熱させて下さい。
●BOXは使用前に蓄熱剤か蓄冷剤を入れ30分程の予冷、予予 予熱をすると効果的です。

B-4-93❷
クール料理仕出し箱
RH-200型用ストッパー（2枚入）
¥1,650（39.5×6.1×5）

B-3-62❻
保温･保冷コンテナA 

¥13,400
（外寸53×53×22･内寸47×47×14.5）梱5

H.P.P B-3-63❼
保温･保冷コンテナB（中棚板別売）

¥4,500（外寸53×53×22･内寸47×47×14.5）梱5
H.P

B-3-65
❽ 保温･保冷コンテナ用中棚板

¥3,200（46.5×46.5×0.5）

B-3-64
❾ 保温･保冷コンテナ用多用仕切

¥5,200（44×44×7.5）

※この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい
は、強化樹脂ハッポーのマークです。H.P.P

箱としても・保温性温性にもも優れれ、ホッット仕出出し箱
使用用できます。

・保冷冷は、11 持0℃以以下を44時間以以上持続し持持 ます。
（蓄冷冷剤（（200gg）を4個個セッ個個 ト）

クール料理仕出し箱

B-4-90❸
クール料理仕出し箱 RH-200型（仕切別売）

¥13,550（外寸73×42×13.8・内寸66×38×11）・収納数
15個（多用仕切1セット使用時）30個（多用仕切2セット、中棚板1枚
使用時）梱5

H.P.P

B-4-91❶
クール料理仕出し箱
RH-200型用 中棚板
¥3,600（59.8×37.8×5）

B-4-92❹
クール料理仕出し箱
RH-200型用 多用仕切
¥3,750 
（59.8×38×5・仕切内寸11.5×12.2）

※仕切の組み方を変えることで内寸変更可能です。

B-4-89❺
クール料理仕出し箱
RH-200型用蓄冷剤（200g）
¥480（15×9×1.8）

使い勝手に合わせて蓄冷剤で 
保冷力、 アップ！ アップ！ 耐久性に優れた 

ブロー容器タイプ 

③③

④④

②②

①①

⑤⑤

⑥⑥

⑧⑧

⑦⑦
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④
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限定品
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A面 A面 A面

B面
B面 B面

1-120-11
　　 11 9寸両面長角番重 黒内朱塗

¥2,850（27.1×16.6×3.6）梱40
M

B-12-64
　　 12 9寸両面長角番重 白木/天クリーム内朱

¥3,500（27.1×16.6×3.6）梱40
M

¥3,700（33.3×20.5×5）梱20

❶ B-16-49
新デリカ両面番重 尺 1寸 総白塗A

¥3,800（33.3×20.5×5）梱20

❺ B-16-43
新デリカ両面番重 尺 1寸 白木内朱A

¥4,000（33.3×20.5×5）梱20

❼ B-16-45
新デリカ両面番重 尺 1寸 笹竹内朱A

¥5,150（33.3×20.5×5）梱20

❾ B-16-51
新デリカ両面番重 尺 1寸 総ホワイト雲流A

¥3,600（33.3×20.5×5）梱20

❸ B-16-47
新デリカ両面番重 尺 1寸 黒内朱A

¥3,950（36.3×20.7×5）梱40

❷ B-16-50
新デリカ両面番重 尺 2寸 総白塗A

¥4,100（36.3×20.7×5）梱40

❻ B-16-44
新デリカ両面番重 尺 2寸 白木内朱A

¥4,450（36.3×20.7×5）梱40

❽ B -16-46
新デリカ両面番重 尺 2寸 笹竹内朱A

¥6,100（36.3×20.7×5）梱40

10 B-16-52
新デリカ両面番重 尺 2寸 総ホワイト雲流A

¥3,850（36.3×20.7×5）梱40

❹ B-16-48
新デリカ両面番重 尺 2寸 黒内朱A

A面 B面 A面 B面

A面 A面

B面
B面

惣菜入れ、お菓子等多様にご利用いただけます。
ABS樹脂長手番重

番

重

番重・惣菜入れ31-127



¥5,800（33×25.6×5） 梱20

❶ B-16-53
長手両面番重 総ホワイト雲流塗 尺1寸A

¥7,000（36.2×26.8×5）梱20

❷ B-16-54
長手両面番重 総ホワイト雲流塗 尺2寸A

¥4,200（33×25.6×5） 梱20

❸ 1-121-1
長手両面番重 黒内朱 尺1寸A

¥4,800（33×25.6×5） 梱20

❹ B-16-55
長手両面番重 白木内朱 尺1寸A

¥5,200（36.2×26.8×5） 梱20

❺ B-16-56
長手両面番重 白木内朱 尺2寸A

1-120-1
　　 ❻ 尺0寸象足番重 黒内朱

¥5,200（30.2×22.2×9） 梱20

A

1-120-2
　　 ❼ 尺1寸象足番重 黒内朱

¥5,700（33×24.4×9.2） 梱20

A

B-15-76
　　 11 D.X尺1寸隅丸番重 黒内朱

¥5,200（33.5×26×6.9）梱20
A

B-12-36
　　 10 尺3寸竹番重 黒内朱塗

¥5,400（39.2×27.4×5）梱20
M

1-120-3
　　 ❽ 尺2寸象足番重 黒内朱

¥6,500（36.7×26.8×9.6）梱20
A

B-5-99
　　 ❾ 尺1寸番重 黒内朱

¥4,000（34×30.5×6）梱20
A

A 面

B面

A面

B面

A面

B面

11の商品は二重構造ですので食器洗浄機は使用しないで下さい。

番

重

番重 31-128



B-12-35
　　 ❶ 尺3寸隅切浅型番重 黒内朱塗

¥3,500（39×27.2×2）梱40
M

B-1-82
B-1-83
B-1-84

　　 ❸ （大）デリカバット 白
尺0寸
尺1.5寸
尺3寸

¥4,000
¥4,500
¥5,700

（30×28×3.4）

（34.5×28×3.4）

（40×28×3.4）

梱50

梱40

梱40

M

B-34-72
B-34-73
B-34-74

　　 ❼ （大）デリカバット 黒
尺0寸
尺1.5寸
尺3寸

¥3,700
¥4,200
¥5,000

（30×28×3.4）

（34.5×28×3.4）

（40×28×3.4）

梱50

梱40

梱40

M

1-121-7
1-121-8
1-121-9

　　 ❺ （大）デリカバット 黒内朱
尺0寸
尺1.5寸
尺3寸

¥4,200
¥4,900
¥6,400

（30×28×3.4）

（34.5×28×3.4）

（40×28×3.4）

梱50

梱40

梱40

M

B-3-91
B-3-92
B-3-93

　　 ❷ （小）デリカバット 白
尺0寸
尺1.5寸
尺3寸

¥3,000
¥3,200
¥3,850

（30×19×3.4）

（34.5×19×3.4）

（40×19×3.4）

梱60

梱50

梱40

M

B-34-69
B-34-70
B-34-71

　　 ❻ （小）デリカバット 黒
尺0寸
尺1.5寸
尺3寸

¥2,800
¥3,000
¥3,600

（30×19×3.4）

（34.5×19×3.4）

（40×19×3.4）

梱60

梱50

梱40

M

1-121-10
1-121-11
1-121-12

　　 ❹ （小）デリカバット 黒内朱
尺0寸
尺1.5寸
尺3寸

¥3,200
¥3,500
¥4,000

（30×19×3.4）

（34.5×19×3.4）

（40×19×3.4）

梱60

梱50

梱40

M

お
盆
・
番
重

デリカバット・番重31-129



B-18-82
　　 ❶ ニュー惣菜バット 白木 尺1寸(目皿別売）

¥8,800（34.1×21.5×5.5） 梱40

木

B-18-83
　　 ❷ ニュー惣菜バット 白木 尺2寸(目皿別売）

¥9,000（36.8×21.3×5.4） 梱40

木

B-18-80
　　 ❸

¥3,000（32×19×1.3） 梱100

（小）ステンレス 目皿ステンレス

（大）ステンレス 目皿ステンレス

B-18-81
　　 ❹

¥3,150（34.5×19×1.3）梱100

B-3-98
B-3-66
B-3-67

　　 12 ロイヤルバット直送
T-01ローズ
T-02ローズ
T-03ローズ

¥14,000
¥13,400
¥12,200

（41.5×31×4.3）

（41.5×31×2.5）

（41.5×20.5×4.3）

梱20

梱20

梱20

M

B-3-97
　　 11 ロイヤルバット T-06ホワイトイエロー直送

¥12,000（36.5×21.5×4.3）梱20
M

1-121-3
1-121-4

　　 ❼ 浅型光琳番重 黒内朱
¥6,300尺2寸

尺3寸 ¥6,650
（35.8×25.3×3.8）

（38.8×26.8×3.8）

梱20

梱20

M

尺2寸
尺3寸

1-121-5
1-121-6

　　 ❽ 深型光琳番重 黒内朱
¥6,700
¥7,200

（36×25.7×5.9）

（39×27.2×5.9）

梱20

梱20

M B-5-97
　　 ❾ 竹彫番重 黒内朱

¥2,100（33×24.4×3.2）梱30
A

B-5-98
　　 10 竹彫番重 グリーン

¥2,150（33×24.4×3.2）梱30
A

1-121-13

1-121-15

1-121-17

　　 ❺ 惣菜バット 白木内朱
尺1寸

尺2寸

尺4寸

¥8,800

¥9,500

¥11,300

（33×26×5.5）梱20

（36×27×5.5）梱15

（42×31×5.5）梱10

木

1-121-14
1-121-16
1-121-18

　　 ❻ 目皿 白木
尺1寸用
尺2寸用
尺4寸用

¥2,650
¥3,000
¥3,350

（30×23）

（33×24）

（39×28）

木

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。　

裏面

裏面

木製惣菜バット

裏面

目
皿
・
バ
ッ
ト

目皿・バット・番重 31-130
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マルチトレー３０Ｌ
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3.
2

24
29
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マルチトレー３０Ｓ

チーク 黒

カラーバリエーション

桧

黒内朱

黒内金

❶ A マルチトレー30（S）直送    
 B-25-2 チーク ¥12,600 （29.8×24×7.1） 梱40
 B-25-3 桧 ¥12,600 （29.8×24×7.1） 梱40
 B-25-4 黒 ¥12,600 （29.8×24×7.1） 梱40
 B-25-5 黒内朱 ¥12,600 （29.8×24×7.1） 梱40
 B-25-6 黒内金 ¥12,600 （29.8×24×7.1） 梱40
 B-34-75 マルチトレー30（S）用網　 ¥7,000

❷ A マルチトレー30（L）直送    
 B-25-7 チーク ¥13,800 （29.8×35.8×7.1） 梱40
 B-25-8 桧 ¥13,800 （29.8×35.8×7.1） 梱40
 B-25-9 黒 ¥13,800 （29.8×35.8×7.1） 梱40
 B-25-10 黒内朱 ¥13,800 （29.8×35.8×7.1） 梱40
 B-25-11 黒内金 ¥13,800 （29.8×35.8×7.1） 梱40
 B-34-76 マルチトレー30（L）用網　 ¥9,500

 ❸ A マルチトレー60（S）直送
 B-25-12 チーク ¥17,500 （59.5×23.5×7） 梱20
 B-25-13 桧 ¥17,500 （59.5×23.5×7） 梱20
 B-25-14 黒 ¥17,500 （59.5×23.5×7） 梱20
 B-25-15 黒内朱 ¥17,500 （59.5×23.5×7） 梱20
 B-25-16 黒内金 ¥17,500 （59.5×23.5×7） 梱20
 B-34-77 マルチトレー60（S）用網　 ¥10,000

❹ A マルチトレー60（L）直送
 B-25-17 チーク ¥22,500 （59.5×35.5×7） 梱20
 B-25-18 桧 ¥22,500 （59.5×35.5×7） 梱20
 B-25-19 黒 ¥22,500 （59.5×35.5×7） 梱20
 B-25-20 黒内朱 ¥22,500 （59.5×35.5×7） 梱20
 B-25-21 黒内金 ¥22,500 （59.5×35.5×7） 梱20
 B-34-78 マルチトレー60（L）用網　 ¥11,500

黒内金黒内朱

黒桧チーク

直送この頁の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。
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B-25-25
　　  ❹ F ロイヤルバット T-26  

黒内朱 直送
¥8,700 （27×36×3.5）梱40

B-25-22
　　  ❶ F ロイヤルバット T-09  

朱 直送
¥9,600 （41.5×20.5×2.5）梱40

B-25-28
　　  ❼ F ロイヤルバット T-08  

黒 直送
¥13,000 （42.5×31×4.3）梱40

B-25-31
　　  10 Mロイヤルバット T-03  

アイボリー 直送
¥10,600 （41.5×20.5×4.3）梱40

B-25-26
　　  ❺ F デリカバット クイーンズデリカ ＃37 

黒内朱 直送
¥11,700 （37×21.5×5.3）梱40

B-25-23
　　  ❷ F ロイヤルバット T-11  

朱 直送
¥9,100 （34×15.5×4.3）梱40

B-25-29
　　  ❽ Mロイヤルバット T-01  

朱 直送
¥12,200 （41.5×31×4.3）梱40

B-25-32
　　  11 F ロイヤルバット T-19  

黒内朱 直送
¥7,000 （30×28×3.4）梱40

B-25-27
　　  ❻ Mロイヤルバット T-10  

ホワイトイエロー 直送
¥9,600 （34×25×4.3）梱40

B-25-24
　　  ❸ Mロイヤルバット T-04  

ホワイトイエロー 直送
¥10,100 （41.5×15.5×4.3）梱40

B-25-30
　　  ❾ Mロイヤルバット T-02  

ホワイトイエロー 直送
¥11,700 （41.5×31×2.5）梱40

B-25-33
　　  12 A 小判盛り鉢 ＃39  

ホワイト 直送
¥8,700 （40×18.5×5.5）梱40

直送この頁の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。
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　　 ❸ 木アーストレー 大  
 B-32-85 ライトウッド ¥9,150 （46×36×1.6） 梱20
 B-32-86 ダークウッド ¥9,150 （46×36×1.6） 梱20
 B-32-87 グレイウッド ¥9,150 （46×36×1.6） 梱20
 B-34-81 ビンテージ ¥9,150 （46×36×1.6） 梱20

　　 ❷ 木アーストレー 中  
 B-32-82 ライトウッド ¥8,550 （43×33×1.6） 梱30
 B-32-83 ダークウッド ¥8,550 （43×33×1.6） 梱30
 B-32-84 グレイウッド ¥8,550 （43×33×1.6） 梱30
 B-34-80 ビンテージ ¥8,550 （43×33×1.6） 梱30

　　 ❶ 木アーストレー 小  
 B-32-79 ライトウッド ¥6,550 （43×23×1.6） 梱30
 B-32-80 ダークウッド ¥6,550 （43×23×1.6） 梱30
 B-32-81 グレイウッド ¥6,550 （43×23×1.6） 梱30
 B-34-79 ビンテージ ¥6,550 （43×23×1.6） 梱30

　　 ❹ 木アーストレー ミニ
 B-34-82 ライトウッド ¥5,000 （32×21×1.6） 梱30
 B-34-83 ダークウッド ¥5,000 （32×21×1.6） 梱30
 B-34-84 グレイウッド ¥5,000 （32×21×1.6） 梱30
 B-34-85 ビンテージ ¥5,000 （32×21×1.6） 梱30

　　 ❺ 木ラウンドトレー ブラウン
 B-34-86 （小） ¥9,350 （36φ×1.6） 梱30
 B-34-87 （大） ¥16,300 （45φ×1.6） 梱20

　　 ❼ 木ラウンドトレー オーク
 B-34-88 （小） ¥9,350 （36φ×1.6） 梱30
 B-34-89 （大） ¥16,300 （45φ×1.6） 梱20

　　 ❻ 木ラウンドトレー ビンテージ
 B-34-90 （小） ¥9,350 （36φ×1.6） 梱30
 B-34-91 （大） ¥16,300 （45φ×1.6） 梱20

B-9-87
　　 11 木長手敷膳 淡月　 本漆塗 

¥27,500（42.4×30×1） B-9-88
　　 12 木長手敷膳 紅月　 本漆塗 

¥27,500（42.4×30×1）

B-9-84
　　 ❽ 木日の出盆 淡月  本漆塗 

¥18,500（19.8×19.8×1） B-9-85
　　 ❾ 木日の出盆 紅月  本漆塗 

¥18,500（19.8×19.8×1） B-9-86
　　 10 木日の出盆 蒼月  本漆塗 

¥18,500（19.8×19.8×1）

B-9-90
　　 14 木乱筋日月彫敷膳 日輪裏黒乾漆塗 本漆塗 

¥18,800（42.4×30×1）

B-9-92
　　 16 木隅切長手布目膳 日月銀彩裏黒千筋 本漆塗 

¥23,300（42.5×29.7×1.7）

B-9-91
　　 15 木乱筋日月彫敷膳 溜日輪裏黒乾漆塗 本漆塗 

¥18,800（42.4×30×1）

B-9-93
　　 17 木隅切長手布目膳 日月白檀裏黒千筋 本漆塗 

¥24,300（42.5×29.7×1.7）

B-9-89
　　 13 木長手敷膳 蒼月　 本漆塗 

¥27,500（42.4×30×1）

⑤

⑥

⑦
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1-125-6
　　 ❶ 木尺2寸長手盆 溜カンナ目  

¥5,850（36.4×27.9×1.9）梱30

1-125-13
　　 ❾ 木尺5寸両面千筋敷膳 黒/朱  

¥5,250（45.3×30×1）梱20

1-129-19
　　 ❷ 木尺3寸長手布目盆 黒  

¥7,200（39.3×28.7×1）梱20

1-126-14
　　 15 木尺5寸長手千筋盆 溜  

¥9,550（45.4×29.5×2.8）梱20

　　　❻ 木ヘギ目春慶膳  
 1-126-1 尺2寸 ¥4,900 （36×28.2×1.2）   梱30
 1-126-2 尺3寸 ¥5,500 （39.4×29.8×1.2）梱30

B-16-34
　　 14 木尺4寸流木敷膳 布張曙  

¥16,600（42.5×29.7×0.8）梱40

B-5-69
　　 ❺ 木尺0寸長角 布張しるこ盆 銀朱  

¥6,800（30×17.6×1.2）梱50

B-5-67
　　 ❽ 木尺3寸胴張布張 会席膳 根来  

¥11,500（40.9×30.1×0.7）梱40

1-126-5
　　 11 木尺4寸千筋 溜扇面卓上膳  

¥11,300（42.5×30.4×1）梱30 1-126-6
　　 12 木尺4寸千筋溜 半月卓上膳  

¥11,800（42.5×38.9×1）梱30

B-16-35
　　 13 木尺4寸流木敷膳 布張根来  

¥16,600（42.5×29.7×0.8）梱40

B-5-68
　　 ❹ 木尺0寸長角 布張しるこ盆 黒  

¥6,800（30×17.6×1.2）梱50

B-5-66
　　 ❼ 木尺3寸胴張布張 会席膳 曙  

¥11,500（40.9×30.1×0.7）梱40

1-126-4
　　 10 木尺4寸千筋 溜袖型卓上膳  

¥11,300（42.2×30.3×1）梱30

B-12-95
　　 ❸ 木尺4寸長角布目敷膳 黒 

¥7,300（42×30×1.3）梱30
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　　 13 M賞状盆 黒  
 B-3-68 尺3寸 ¥4,400 （39.5×28.5×4） 梱20
 B-3-69 尺6寸 ¥6,900 （48.7×33.8×4.5） 梱10
 B-3-70 尺8寸 ¥8,500 （55×38.3×5.5） 梱10

　　 14 木木製広蓋 黒（本漆塗） 
 1-122-90 尺3寸 ¥67,000 （39.5×28×5.2） 梱10
 1-122-11 尺5寸 ¥76,000 （45.7×32×5.5） 梱10
 1-122-12 尺6寸 ¥82,000 （48.5×34×5.5） 梱5
 1-122-13 尺8寸 ¥105,000 （54.5×38×6） 梱5

　　　 ❻ 木爪掛角盆 黒天朱  
 1-128-4 8寸 ¥2,850 （24×24×2） 梱50

 1-128-5 9寸 ¥3,100 （27×27×2） 梱50

 1-128-6 尺0寸 ¥3,450 （30.5×30.5×2） 梱50
 1-128-7 尺1寸 ¥4,000 （33.5×33.5×2） 梱40
 1-128-8 尺2寸 ¥4,550 （36×36×2） 梱40

　　　 ❺ 木千筋隅折盆 黒渕朱  
 1-128-90 5寸 ¥950 （15×11×0.6） 梱200
 1-128-10 7寸 ¥1,500 （21.3×15×0.8） 梱100
 1-128-11 8.5寸 ¥1,900 （25.5×18×1） 梱50
 1-128-12 尺0寸 ¥2,650 （30×21.2×1） 梱40
 1-128-13 尺2寸 ¥2,900 （36×25.5×1） 梱30

　　　 ❾ 木長手千筋両面盆 朱天黒/黒天朱  
 1-125-11 尺2寸 ¥4,600 （36.4×27.2×1.8）梱30
 1-125-12 尺3寸 ¥5,000 （39.4×27.7×1.8）梱20

　　　 11 木焼杉長手盆   
 B-13-15 尺2寸 ¥8,200 （36.5×24.2×2） 梱50
 B-13-16 尺3寸 ¥11,000 （39.5×27.5×2.9） 梱40
 B-13-17 尺5寸 ¥13,600 （45.4×31.1×2.9） 梱20

　　　 12 木けやき長手盆   
 B-13-18 尺2寸 ¥8,200 （35×24.4×2） 梱50
 B-13-19 尺3寸 ¥10,200 （38×27×1.8） 梱40
 B-13-20 尺4寸 ¥12,000 （42×28.5×1.8） 梱30

　　　 10 木両面長手盆 黒千筋天朱/春慶
 1-126-12 尺3寸 ¥8,650 （39.5×29×1.8）梱30
 1-126-13 尺4寸  ¥8,850 （42.4×30.3×2）梱30 

A面

B面

　　　 ❽ 木切立千筋盆 黒天朱   
 1-128-14 尺2寸 ¥4,200 （36.3×27.2×1）梱40
 1-128-15 尺3寸 ¥4,500 （39.3×28.8×1）梱30

　　　 ❼ 木爪掛長手盆 黒天朱  
 1-128-1 尺1寸 ¥3,350 （33×23.3×2.2） 梱50
 1-128-2 尺2寸 ¥3,750 （36.5×27.3×2.2） 梱40
 1-128-3 尺3寸 ¥4,150 （39.2×30.4×2.2） 梱30

　　　 ❹ 木名刺盆 黒（本漆塗）  
 B-12-56 7寸 ¥13,800（21.1×14.8×1.5） 梱60
 1-128-25 8寸 ¥15,800（24.2×16.8×1.9） 梱60

1-128-21
　　　 ❸ 木尺0寸長手しるこ盆  

黒千筋天朱ラン  
¥2,750 
（30.3×18.2×1.3）梱30

　　　 ❶ 木カスター盆 黒天朱  
 1-128-22 （小） ¥2,600（21.5×13.1×4） 梱70
 1-128-23 （中） ¥2,900（24×15×4） 梱60

 1-128-24 （大） ¥3,500（28×16.8×4） 梱50

　　　 ❷ 木名刺盆 黒千筋天朱  
 1-128-26 7寸 ¥2,500（21.2×14.8×1.5） 梱100
 1-128-27 8寸 ¥2,650（24.2×17×1.5） 梱60
 1-128-28 9寸 ¥2,800（27.3×19.2×1.7） 梱60
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A面

B面

1-127-11
　　  ❺ 木半月両面盆 朱/黒 

尺3寸 積み重ね可能
¥8,000（39.5×34.5×1.5）梱30

1-127-14
　　  ❼ 木尺3寸半月足付膳  

グリーン乾漆  
¥13,000
（39.5×36×2）梱30

　　  ❹ 木半月両面盆 黒乾漆天朱/茶乾漆天黒  
 1-127-8 尺2寸 ¥7,650 （35.8×32.1×1.3） 梱40
 1-127-9 尺3寸 ¥8,000 （39×34.5×1.5）     梱30

　　  ❽ 木半月千筋両面盆 黒天朱/朱天黒  
 1-127-5 尺2寸 ¥6,050 （34.2×30×1.5）梱30
 1-127-6 尺3寸 ¥6,950 （39.4×35×1.5）梱30
 1-127-7 尺4寸 ¥7,800 （42.6×38×1.5）梱20

A面

B面

A面

B面

A面

B面

1-127-12
　　  ❻ 木尺2寸半月千筋盆  

黒天朱  
¥6,350
（35.8×32.1×1.5）梱40

　　  ❷ 木半月敷膳 ワイン石目渕乾漆  
 1-124-2 尺2寸 ¥5,600 （35.5×31.4×0.7）梱30
 1-124-3 尺3寸 ¥6,700 （39.1×34.7×0.7）梱30

　　  ❶ 木半月敷膳 黒乾漆渕石目  
 1-124-4 尺2寸 ¥5,600 （35.5×31.4×0.7）梱30
 1-124-5 尺3寸 ¥6,700 （39.1×34.7×0.7）梱30

　　  ❸ 木切立半月盆 黒千筋天朱  
 1-127-1 尺1寸 ¥5,200 （33.2×29×1.5） 梱40
 1-127-2 尺2寸 ¥5,600 （36×32×1.6） 梱40

 1-127-3 尺3寸 ¥5,850 （39.5×35×1.6） 梱40

1-130-22
　　  10 木尺0寸丸盆 黒  

¥4,600
（28.8φ×1.8）梱40

1-130-21
　　  ❾ 木9寸丸盆 朱 

¥4,400
（27.1φ×1.5）梱50

B-12-94
　　  11 木尺0寸五角木目盆 黒渕朱松葉 

¥5,000
（29.5φ×1.5）梱40

B-5-70
　　  12 木尺0寸小判盆 蝶  

¥5,900
（29.7×16.2×1.2）梱50

1-128-18
　　  13 木尺2寸小判盆 根来布目  

¥8,200
（36×25.8×1.5）梱30

1-125-1
　　  15 木尺2寸梅型盆 朱乾漆  

¥13,000
（37.6×34.8×1.9）梱30

B-7-51
　　  16 木尺3寸梅型盆 真溜塗  

¥14,800
（39×34×1.2）梱30

B-5-71
　　  14 木尺3寸小判盆 手まり  

¥8,100
（40.4×29.3×1.9）梱30

　　 17 木梅型皿 黒天朱  
 B-7-49 尺0寸 ¥5,400 
  （29.7×27.2×0.8）梱40
 B-7-50 尺2.5寸 ¥6,600 
  （37.8×35.4×1）   梱30

1-128-19
　　  19 木尺3寸ひさご盆 黒天朱  

¥5,600
（38.6×36.5×1）梱30

1-128-20
　　  18 木尺3寸ラグビー盆 木目  

¥7,600
（39×31.8×1）梱30

1-127-17
　　  21 木尺2寸くつわ盆 溜木目 

¥6,800
（34.8×34.8×1）梱40

1-127-18
　　  22 木くつわ両面盆 溜布目/朱布目 

¥9,900
（36.3×36.3×1.2）梱30

1-128-17
　　  20 木尺2寸小判木目盆 黒天朱  

¥6,200
（36×25.8×1.6）梱30
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