
和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

718 ご飯鍋
Earthenware Rice Cooker

直火 陶

陶

直火

陶

日本製

日本製

日本製

718-101-821　11,000円
マグマテックIH対応炊飯鍋2合炊

（23.5×19×14） 　　763740382

718-301-811　5,500円
銀しゃり炊ごはん鍋1合炊

（19.5×16×14.5） 　　1171830181

718-401-821　4,600円
うまいめし炊鍋2合

（21×17.8×16.8） 　　565020282

718-402-821　8,200円
うまいめし炊鍋4合

（25×21×18） 　　565020382

718-403-841　8,300円
丸2.5合ごはん鍋

（27×20×17） 　　971240484

φ 短辺
cm

φ

高さ
cm

高さ cm
容量 cc

オーブン食器
耐熱

長辺cm

長辺 cm
短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cm

718-302-811　7,500円
銀しゃり炊ごはん鍋2.5合炊

（23×19.5×17） 　　1171830281

718-303-811　11,000円
銀しゃり炊ごはん鍋4合炊

（25×21.5×20） 　　1171830381

718-103-821　12,000円
セリオン炊飯鍋3合炊

（27.5×22.5×18） 　　565020182

718-102-821　6,300円
セリオン炊飯鍋2合炊

（20.5×17×16） 　　565040182

718-201-821　12,500円
セリオン炊飯鍋4合炊

（27.5×23×21.5） 　　565040282

718-202-821　19,000円
セリオン炊飯鍋6合炊

（31×26×22.5） 　　565040382



和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
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中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

719ご飯鍋・おひつ 　 　
Earthenware Rice Cooker, Cooked Rice Container

直火 陶

日本製 日本製
日本製

日本製日本製

日本製

719-101-821　3,600円
1合炊ごはん鍋 蒼莱（19×15×8） 　　1171910182

719-102-821　2,000円
半合炊ごはん鍋 蒼莱（16×13×7.5） 　　1171910282

719-103-511　1,700円
天正黒レンジ0.5合炊き（13.2×10.5） 　　564910151

719-104-511　1,700円
青磁刷毛レンジ0.5合炊き（13.2×10.5） 　　564910251

日本製

719-105-811　2,700円
一膳おひつ黒（耐熱）（12.5×7.8） 　　867840181

719-106-811　2,700円
一膳おひつ白（耐熱）（12.5×7.8） 　　867840281

719-201-811　4,000円
つや黒ごはん鍋

（20×18×16） 　　1071320181

719-202-811　4,000円
まんまるごはん鍋

（21×18×16） 　　1071320281

719-203-841　4,900円
菊花山吹炊飯鍋（2合炊）

（21.5×20×15.5） 　　764320284

719-204-841　4,900円
菊花黒2号炊飯鍋

（21.5×20×15） 　　1171920484

719-401-821　3,250円
丸形おひつ（大）（φ18×10） 　　1171940182

719-402-821　2,750円
丸形おひつ（中）（φ13×8） 　　1171940282

719-403-821　4,400円
角型おひつホワイト大（2合）（16×11） 　　1171940382

719-404-821　2,400円
角型おひつホワイト小（0.8合）（11×8） 　　1171940482

719-405-821　4,400円
角型おひつブラック大（2合）（16×11） 　　1171940582

719-406-821　2,400円
角型おひつブラック小（0.8合）（11×8） 　　1171940682

719-301-821　3,900円
栗形ごはん鍋3合炊

（21×18×16） 　　565010382

719-302-821　3,100円
栗形ごはん鍋1合炊

（16×15×15） 　　565010482

719-303-821　7,500円
栗形ごはん鍋7合炊

（27×24×20） 　　565010182

719-304-821　5,500円
栗形ごはん鍋5合炊

（23.5×21×18.5） 　　565010282

719-305-841　3,250円
伊良保1合炊栗型ごはん鍋

（16×14.5×14.5） 　　565010784

719-306-841　6,000円
伊良保5合炊栗型ごはん鍋

（24×21×17.5） 　　565010584

719-307-841　4,500円
伊良保3合炊栗型ごはん鍋

（21×18×16.5） 　　565010684

719-308-841　2,750円
おひつ鍋（1合）

（17×13.5×10） 　　1071330384



720 小鍋
Small Earthenware Pot

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

直火 陶

日本製

日本製

日本製

日本製

720-101-811　
1,800円
黒釉耐熱グラタン

（16.5×13×8） 　　564830581

720-102-821　
2,000円
フタ付グラタン鍋

（16.5×13×8） 　　764540282

720-103-841　
2,400円
黒釉4.5蓋物鍋

（14.5×9.5） 　　971430284

720-104-811　
2,200円
黒釉耐熱シチュー鍋

（16×12.5×10） 　　564840181

720-105-841　
3,500円
黒暖5.0炊鍋

（17.5×14×10.5） 　　564810484

720-201-251　
2,900円
るり唐草5号土鍋

（19.7×16.7×9.5・420cc） 　　1172020125

720-202-841　1,950円
銀峯貫入5.5浅鍋

（20×17×9） 　　563500784

720-203-841　
2,250円
京三島5.5京型鍋

（18.5×17×9） 　　564011284

720-204-821　3,200円
伊賀南蛮5.0鍋

（17.5×15.5×9） 　　564820482

720-205-841　
3,500円
ふっくら鍋

（18.5×15×12） 　　1172020584

720-301-841　2,600円
鉄赤（深）5.0鍋（17.5×15×9） 　　1172030184

720-302-841　2,800円
鉄赤（深）4.0鍋（14×12.5×7.5） 　　1172030284

720-303-811　3,300円
織部5.5鍋（19×17×9） 　　564850781

720-304-811　2,600円
織部5.0鍋（17×15×8.5） 　　564850881

720-305-811　2,800円
織部4.0鍋（13.5×12×7.5） 　　564830181

720-306-811　3,300円
ゆず天目5.5鍋（19×17×9） 　　564850381

720-307-811　2,600円
ゆず天目5.0鍋（17×15×8.5） 　　564850481

720-308-811　2,800円
ゆず天目4.0鍋（14×12.5×7.5） 　　868030381

720-309-811　3,300円
京風刷毛目5.5鍋（19×17×9） 　　564850581

720-310-811　2,600円
京風刷毛目5.0鍋（17×15×8.5） 　　564850681

720-311-811　2,800円
京風刷毛目4.0鍋（14×12.5×7.5） 　　564830281

720-401-811　3,600円
粉引刷毛目雑炊鍋

（16.5×18.5×11） 　　564940181

720-402-811　3,600円
粉引刷毛目6.0土鍋

（17×21×11.5） 　　564850281

720-403-841　3,000円
伊良保5.5深型鍋

（20.5×17.5×13） 　　564950384

720-404-841　3,000円
花三島6.0深型鍋

（21×18.7×12） 　　868110484

土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cm
土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cm φ 短辺
cm

φ

高さ
cm

高さ cm
容量 cc

オーブン食器
耐熱

長辺cm

長辺 cm
短辺
cm

短辺
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高さ
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm
φ 短辺

cm
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短辺
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cm

高さ
cm

長辺
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2

2

2

3

3

4

3

3

3

3

3

4

4

4

3

2

4

3

2

4

3

2 4

3

2



721柳川鍋・雑炊鍋・ビビンバ  　 　
Shallow Earthenware Pot, Earthenware Pot for Zosui, Bibimbap Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

直火 陶

陶 直火

日本製

日本製

日本製

721-401-251　2,500円
スタッキングビビンバグレー石目18cm（18×7.9・1150cc） 　　1172140125

721-402-251　2,100円
スタッキングビビンバグレー石目16cm（16.2×7.7・900cc） 　　1172140225

721-403-251　1,800円
スタッキングビビンバグレー石目14cm（14×6.5・530cc） 　　1172140325

721-404-251　2,500円
スタックビビンバ黒18cm（18×7.9・1150cc） 　　1172140425

721-405-251　2,100円
スタックビビンバ黒16cm（16.2×7.7・900cc） 　　1172140525

721-406-251　1,800円
スタックビビンバ黒14cm（14×6.5・530cc） 　　1172140625

721-407-251　2,500円
スタッキングビビンバ黒石目21cm（18×7.9・1150cc） 　　1172140725

721-408-251　2,100円
スタッキングビビンバ黒石目16cm（16.2×7.7・900cc） 　　1172140825

721-409-251　1,800円
スタッキングビビンバ黒石目14cm（14×6.5・530cc） 　　1172140925

721-410-631　1,800円
15cmステーキ丸板（19.5×15×2・内寸10.8） 　　565610263

陶 陶 陶

P720～P729　器に適合する丸板を価格の後に表示しています。
P728 P729に掲載。1～5丸板 6・7丸板

721-104-821　3,500円
伊賀南蛮6.0柳川鍋

（22.5×18.5×8） 　　1071520182

721-105-821　2,900円
伊賀南蛮5.0柳川鍋

（18.5×15×7） 　　1071520282

3

4

721-103-841　2,900円
黒暖5.0柳川陶板

（18.3×15.2×7） 　　564620684

3

721-102-811　
3,000円
ゆず天目柳川鍋

（17×6） 　　564640181

3

721-101-811　3,000円
京風刷毛目柳川鍋

（17×6） 　　564640281

3

4 4 4

3 3 3

2 2 2

721-201-811　3,800円
手付雑炊鍋 白

（25.5×17.5×11.5） 　　1071540181

4

721-202-811　3,800円
手付雑炊鍋 茶

（25.5×17.5×11.5） 　　1071540281

4

721-203-811　2,300円
片手耐熱ボウル 鉄赤

（22.5×16.5×6） 　　971350281

4

721-204-811　2,300円
手付耐熱ビビンバボウル

（22.5×16.5×6） 　　764420181

4

721-301-701　2,150円
黒ビビンバ（小）（16.6×8） 　　867920770

721-302-701　1,820円
黒受皿（大）6寸（18.3×4） 　　867920870

3

721-303-701　2,500円
黒ビビンバ（大）（18.5×8.5） 　　867920570

721-304-701　1,820円
黒受皿（大）6寸（18.3×4） 　　867920670

4

721-305-841　1,900円
クロ耐熱ミニビビンバ鍋

（15×6.5） 　　565150584

3

721-306-841　2,400円
クロ耐熱ビビンバ鍋

（20.3×7） 　　565150484

721-307-631　2,300円
19cmステーキ丸板

（23.7×19×2・内寸14.8） 　　565610663

4

日本製

日本製



722 シチューボール・ラーメン鍋・陶板（萬古焼）
Stew Bowl, Earthenware Bowl for Ramen, Ceramic Plate （Banko Ware）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

直火 陶

日本製

日本製

日本製

日本製

日本製

722-101-841　2,100円
耐熱白釉シチューボール

（17.5×13.3×8） 　　661740684

722-102-841　2,100円
耐熱黒釉シチューボール

（17.5×13.3×8） 　　661740584

722-103-841　2,200円
耐熱鉄砂盛鉢ボール

（23×20×7） 　　665040384

722-104-841　2,200円
耐熱黒釉盛鉢ボール

（23×20×7） 　　665040184

722-201-821　2,500円
超耐熱 漆黒拉麺鍋

（23×21×8） 　　764420382

722-202-821　2,500円
超耐熱 鉄赤拉麺鍋

（23×21×8） 　　764420482

722-203-841　3,000円
黒7号盛鉢陶板

（29×23×7） 　　1071620484

722-204-811　
3,500円
耐熱手付ラーメン鍋

（26.5×18×9.5） 　　971350381

722-301-811　1,500円
ブラックスタイルボウル 耐熱

（16×13×6.5） 　　1172230181

722-302-811　1,500円
ホワイトスタイルボウル 耐熱

（16×13×6.5） 　　1070620881

722-303-811　1,500円
ブラウンスタイルボウル 耐熱

（16×13×6.5） 　　1070621181 722-304-821　2,100円
6.0深陶板

（24.5×18.5×5） 　　564530684

722-305-841　1,900円
黒片手フライパン

（23×15×5.5） 　　1071610584

722-306-811　1,800円
手付耐熱プレート

（19.5×16×3） 　　1071610381

722-401-781　2,500円
呉須十草 土鍋皿

（23×21×4） 　　1172240178

722-402-251　2,500円
三島紋耐熱土鍋皿

（23×21×4） 　　971630525

722-403-841　1,500円
（黒）一人用浅鉢
（15.5×3） 　　971640184

722-404-841　2,000円
グレー柳川皿

（20×3） 　　564710584

722-405-841　2,000円
釜台（大）（21.8×21.8×4） 　　564710984

722-406-841　1,400円
釜台（小）（17.3×17.3×3.8） 　　971640384

土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cm φ 短辺
cm

φ

高さ
cm

高さ cm
容量 cc

オーブン食器
耐熱

長辺cm

長辺 cm
短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm
φ 短辺

cm

φ

高さ
cm

高さ cm
容量 cc

オーブン食器
耐熱

長辺cm

長辺 cm
短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

5

25

5

3

3

4

4

4

4

6

4

4

2

2

2

3

4



723陶板（萬古焼）  　　
Ceramic Plate （Banko Ware）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

直火 陶

日本製

日本製

723-101-821　2,200円
布目6.0陶板

（22×18.5×3.5） 　　564720382

723-102-821　
2,900円
布目7.0陶板

（26×21×4） 　　564720282

723-103-821　3,700円
布目8.0陶板

（28.5×24×4.2） 　　564720182

723-104-821　2,600円
超耐熱陶板「蒼莱」

（26×22.5） 　　868410182

723-201-821　8,700円
マグマテックIH対応陶板

（28×24.5×4） 　　763730482

723-202-821　2,200円
灰釉7.0陶板（24×22×3.8） 　　564430382

723-203-821　2,800円
灰釉8.0陶板（28.5×25.8×4.5） 　　564430282

723-204-821　4,000円
灰釉10.0陶板

（33.5×30.5×5） 　　564430182

723-301-841　2,700円
鉄砂パスタ陶板

（25×23×4.7） 　　665040484

723-302-841　2,700円
黒釉パスタ陶板

（25×23×4.7） 　　665040284

723-303-841　2,700円
クロ耐熱パンプレート

（28.2×4） 　　564440784

723-401-841　3,300円
耐熱なか丸角陶板

（24.5×21×5.5） 　　868430184

723-402-811　4,800円
いぶし耐熱正角陶板

（29.5×27×7） 　　664940481

P720～P729　器に適合する丸板を価格の後に表示しています。
P728 P729に掲載。1～5丸板 6・7丸板

4

5

6

6

6 5

6

7

5 5 7



724 陶板・汁次・荒入（萬古焼）
Ceramic Plate, Soup Container, Cup for Serving Utensils （Banko Ware）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

直火 陶

724-101-821　2,000円
黒釉6.0変形陶板（24.3×19×6.5） 　　564520482

724-102-821　2,000円
志野6.0変形陶板（24×19.5×7） 　　564520282

724-103-841　2,000円
伊良保6.0変形陶板（24.3×19×6.5） 　　564510384

724-201-821　3,500円
黒釉8.0変形陶板（32×26×8） 　　564520382

724-202-821　3,500円
志野8.0変形陶板（32×26×8） 　　564520182

724-203-841　3,500円
伊良保8.0変形陶板（31.5×25.5×8） 　　564510284

724-301-251　2,400円
黒 22センチ変形浅鍋（28×22×6.8） 　　868330125

724-302-251　2,400円
白 22センチ変形浅鍋（28×22×6.8） 　　868330225

724-303-251　2,400円
茶 22センチ変形浅鍋（28×22×6.8） 　　868330325

724-401-841　3,300円
六平汁次（500cc） 　　1172440184

724-402-841　3,200円
六平荒入（12×13） 　　565120284

724-403-841　3,300円
天目汁次（500cc） 　　1172440384

724-404-841　3,200円
天目荒入（11×11.5） 　　565120584

P720～P729　器に適合する丸板を価格の後に表示しています。
P728 P729に掲載。1～5丸板 6・7丸板

5 5
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725コンロ  　　
Grilling Stove

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

直火 陶

725-101-841　11,000円 灰釉手付9.0水コンロ（木台･網付）（32×27×11） 　　565240184

725-102-841　 3,200円 9.0ゴトク（26.5×8） 　　565240284

725-103-841　 2,200円 9.0水コンロ用アミ（26） 　　565240384

725-104-821　12,500円 灰釉水コンロ（大）（木台･網付）（29.5×11.5） 　　565230782

725-105-821　 3,800円 10.0ゴトク（29.5×8.5） 　　565230882

725-106-821　 2,500円 10.0金網29cm 　　565230982

725-107-841　12,500円 志野10.0水コンロ（木台･網付）（29.5×11.5） 　　868620184

725-108-841　 3,800円 10.0ゴトク（29.5×8.5） 　　565220884

725-109-841　 2,500円 10.0水コンロ用アミ（29） 　　565220984

725-201-821　5,000円 灰釉ミニコンロ（木台･網付）（16.8×11.8） 　　565230182

725-202-821　1,500円 5.0ゴトク（19.6×6.2） 　　565230582

725-203-821　1,800円 5.0金網17cm 　　565230382

725-204-821　8,000円 灰釉水コンロ（小）（木台･網付）（19×8.8） 　　565230482

725-205-821　1,600円 7.0ゴトク（19.6×6.2） 　　565230582

725-206-821　2,000円 7.0金網19cm 　　565230682

725-207-841　8,000円 志野7.0水コンロ（木台･網付）（19×8.8） 　　868620484

725-208-841　1,600円 7.0ゴトク（19.6×6.2） 　　565220584

725-209-841　2,000円 7.0水コンロ用アミ（19） 　　565220684

土鍋/ご飯鍋/ビビンバ/柳川鍋
ラーメン鍋/陶板/スッポン鍋

短辺
cm

短辺
cm

高さ
cm

長辺
cm

高さ cm

長辺
cm 短辺 cm

長辺 cm

高さ cm
高さ
cm

長辺
cm

短辺
cm φ

高さ
cm

盆付カスター/カスター
卓上小物

高さ
cm

長辺
cm

短辺
cm

φ 高さ
cm容量 

cc 高さ cm

φ
コンロ

高さcm

φ
φ

短辺
cm高さ

cm

長辺
cm

短辺
cm

長辺
cm

長辺
cm

短辺
cm

高さ cm

725-301-841　6,500円
（小）串焼水コンロ（木台･網付）（18×13.5×11） 　　868640684

725-302-841　12,500円
（大）串焼水コンロ（木台・網付）（32×14.8×11.2） 　　765210284

725-401-841　4,000円
火消しつぼ（木台付）（17×13×5） 　　565330182

725-402-931　8,550円 火消し壷大 （々27×22） 　　565340793

725-403-931　7,300円 火消し壷大（25×20） 　　565340893

725-404-931　6,600円 火消し壷中（22×18.5） 　　565340993

725-405-931　6,000円 火消し壷小（21×17） 　　565341093

725-406-811　5,000円
水コンロ角型（木台付）（19.5×19.5×16） 　　565210781



726 スライス石・かめ・マッコリ（韓国製）
Stone Plate, Earthenware Jar, Makgeolli （Made in Korea）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

726-101-631　4,000円
15cm 削りスライス石

（15×1.8） 　　765810263

韓国製

726-102-631　4,600円
18.5cm 削りスライス石

（18.5×1.8） 　　765810363

韓国製

726-103-631　5,300円
21cm 削りスライス石

（21×1.8） 　　765810463

韓国製

726-201-631　3,100円
4合マッコリかめ（15×12･800cc） 　　565530663

726-202-631　1,100円
マッコリスプーン（18） 　　565530263

726-203-631　1,000円
1合コチジャン（10×8.5･210cc） 　　565530463

726-204-631　 670円
マッコリ茶碗（9×5.2） 　　565530163

韓国製

◆ 韓国石器を末永くお使いいただくために

１. 大鍋に石器全体が浸るくらいの水と、塩２００ｇ
ほどを入れます。

２.そこに石器を入れ、30分ほど煮沸させます。
このとき釘や小石などを石器の下に入れ
隙間を作ってください。絶対に石鍋を伏せて
沸騰させないでください。

３. 石器を取り出し、粗熱を冷ましてから流水で
塩分を取り除きます。すぐに冷やすと割れる
恐れがあります。

４. 水気を布巾等でしっかりと拭き取り、弱火で
乾燥させます。火を止め乾燥した石器全体に
サラダ油を塗りこみ、一昼夜寝かせて
水洗いをして準備完了です。

●ご使用になる前に
１.使用後は石器を自然に冷ました後、食器用
洗剤をつけスポンジ等で十分に洗い、
水気を取り乾燥させてから薄くサラダ油を
塗り保管してください。

２.焦げ付きは、調理する前に十分に予熱
させると比較的簡単にはがれ落ちます。
しつこい焦げ付きは、石器の中に水を入れ
弱火で５分ほど煮沸させると焦げが浮いて
取れやすくなります。

３.石器が熱いうちに水をかけたりしないで
ください。急激な温度変化はヒビ割れ、
破損の原因となります。

●お手入れ方法
１.天然石を使用していますので、ご使用状況によりヒビや亀裂が入ることが
あります。多少のヒビ等は使用上問題ありませんが、破損の恐れのある
場合には使用を中止し、新しいものをお買い求めください。

２.ガスの火力は弱火でご使用ください。火力が強すぎるとヒビ割れ、破損の
原因となります。

３.調理後は別売りのヤットコでしっかりつかみ、木台（敷台）に載せて
ください。敷台に載せても熱が伝わりテーブルが熱くなることが
ありますので、熱に弱いものの上でのご使用は十分ご注意ください。

４.石器の熱により木台が焦げることがありますが、使用上問題ありません。
木台は天然の木材で出来ていますので、使用状況により反りやヒビが
発生することがあります。また水には弱いので出来るだけ水気を避けて
ご使用ください。

●取扱説明

１.ガスの火力は弱火から徐々に強くするようにしてください。火力が強すぎるとヒビ割れ、破損の原因となります。
２.調理後は別売りのヤットコなどでしっかりつかみ、メラミン敷台に載せてください。敷台に載せても熱が伝わりテーブルが熱くなることがありますので、熱に弱いものの上での
ご使用は十分ご注意ください。

３.器が熱いうちに水をかけたりしないでください。急激な温度変化はヒビ割れ、破損の原因となります。破損の恐れのある場合には使用を中止し、新しいものをお買い求めください。
４.使用後はチゲ鍋を自然に冷ました後、食器用洗剤をつけスポンジ等で十分に洗い、水気を取り乾燥させてから保管してください。

●取扱説明

◆ チゲ鍋（韓国製土鍋）を末永くお使いいただくために

φ

高さ
cm

高さ
cm

スライス石/かめ/マッコリ/チゲ鍋
サンゲタン鍋/冷麺器/石鍋

短辺
cmφ 長辺

cm
高さ cm

高さ
cm

かめ φ
φ

高さ
cm

高さ
cm

スライス石/かめ/マッコリ/チゲ鍋
サンゲタン鍋/冷麺器/石鍋

短辺
cmφ 長辺

cm
高さ cm

726-201-631

726-203-631

726-202-631

726-204-631

5 6 6



727チゲ鍋・サンゲタン鍋・冷麺器（韓国製）
Jjigae Pot, Samgyetang Pot, Cold Noodle Plate （Made in Korea）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

727-101-631　1,300円
12cmチゲ鍋（身）

（12×7･500cc） 　　565510263

727-102-631　 650円
12cmチゲ鍋用蓋

（13.5×3.5） 　　565510163

727-103-631　 440円
12cmチゲ鍋用メラミン敷

（内径12） 　　565510363

韓国製

韓国製

727-201-631　3,850円 21cm冷麺器（21×8） 　　565550963

727-202-631　3,300円 19cm冷麺器（19×7.5） 　　565550863

※ｐ726に使用上の注意がございますので、ご覧ください。

727-104-631　1,600円
14cmチゲ鍋（身）

（14×7.2･770cc） 　　565520263

727-105-631　 750円
14cmチゲ鍋用蓋

（15.5×3.5） 　　565520163

727-106-631　 480円
14cmチゲ鍋用メラミン敷

（内径13.4） 　　565520363

727-107-631　2,000円
16cmサンゲタン鍋（身）

（16×8･1000cc） 　　565510563

727-108-631　 850円
16cmサンゲタン鍋用蓋

（17×4） 　　565510463

727-109-631　 600円
16cmサンゲタン鍋用メラミン敷

（内径15） 　　565510663

727-110-631　2,300円
18cmサンゲタン鍋（身）

（17.5×9･1400cc） 　　565510863

727-111-631　 950円
18cmサンゲタン鍋用蓋

（18×4.5） 　　565510763

727-112-631　 680円
18cmサンゲタン鍋用メラミン敷

（内径16） 　　565510963

727-113-631　2,600円
19cmサンゲタン鍋（身）

（19×10・1900cc） 　　565520563

727-114-631　1,100円
19cmサンゲタン鍋用蓋

（20×5） 　　565520463

727-205-631727-204-631

727-206-631

727-203-631　 530円 ビビンバスプーン（20.9） 　　765920363

727-204-631　 450円 23cm平箸（柄なし）（23） 　　765920563

727-205-631　 660円 23cm角箸（22.6） 　　565550763

727-206-631　1,700円 ノックル（10×5.7） 　　565550163

727-207-631　 750円 18cmアルミヤットコ 　　565550263

韓国製

727-107-631
727-108-631
727-109-631

727-104-631
727-105-631
727-106-631

727-101-631
727-102-631
727-103-631

727-113-631
727-114-631

727-110-631
727-111-631
727-112-631

P720～P729　器に適合する丸板を価格の後に表示しています。
P728 P729に掲載。1～5丸板 6・7丸板



728 スライス石・ステーキ石（韓国製）
Stone Plate （Made in Korea）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

728-102-631　2,700円
12cmスライス石

（12×2） 　　565610363

728-202-631　2,200円
10cmドーム型ステーキ石

（10×2.5） 　　565620363

728-203-631　2,300円
12cmドーム型ステーキ石

（12×3） 　　565620463

728-204-631　2,500円
14cmドーム型ステーキ石

（14×4） 　　565620563

728-205-631　750円
18cmアルミヤットコ
565550263

728-301-631　4,000円
18cmスライス石

（18×2） 　　565620663

728-302-631　3,300円
16cmハンバーグプレート

（16×2.5） 　　565630163

728-303-631　4,200円
19cmハンバーグプレート

（19×2.5） 　　565630263

728-304-631　5,800円
22cm切立プレート

（22×2.4） 　　565630363

日本製

728-401-631　1,400円
13cmステーキ丸板

（16×12.8×2・内寸9） 　　565620263

日本製

728-402-631　1,800円
15cmステーキ丸板

（19.5×15×2・内寸10.8） 　　565610263

日本製

728-403-631　1,800円
16cmステーキ丸板

（20×16×2・内寸12.5） 　　565610463

日本製

728-404-631　2,300円
19cmステーキ丸板

（23.7×19×2・内寸14.8） 　　565610663

日本製

728-405-631　2,750円
21cmステーキ丸板

（25.7×21×2・内寸16.8） 　　565610863

φ

高さ
cm

高さ
cm

スライス石/かめ/マッコリ/チゲ鍋
サンゲタン鍋/冷麺器/石鍋

短辺
cmφ 長辺

cm
高さ cm

φ

高さ
cm

高さ
cm

スライス石/かめ/マッコリ/チゲ鍋
サンゲタン鍋/冷麺器/石鍋

短辺
cmφ 長辺

cm
高さ cm

丼/多用丼/多用碗/小丼/茶漬碗・ライス丼 φ
高さ
cm

※ｐ726に使用上の注意がございますので、ご覧ください。

728-101-631　2,300円
10cmスライス石

（10×2） 　　565610163

写真は、728-402-631の板に
置いたものです

728-103-631　3,000円
14cmスライス石

（14×2.5） 　　565610563

写真は、728-404-631の板に
置いたものです

728-104-631　3,400円
16cmスライス石

（16×1.5） 　　565610763

写真は、728-405-631の板に
置いたものです

728-201-631　2,000円
8cmドーム型ステーキ石

（8×2.5） 　　565620163

写真は、728-401-631の板に
置いたものです

※　　　 以外の商品は韓国製です。日本製

2丸板

4丸板

1丸板
3丸板

5丸板

3

2 3 4

6 5 6 7



729石鍋（韓国製）
Stone Bowl （Made in Korea）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

韓国製

直火

韓国製

直火
直火

韓国製

直火

729-101-631　3,600円
12cm石鍋（12×6.5） 　　565710163

729-102-631　4,700円
14cm石鍋（ステンレス巻）（14×7.2） 　　565720163

729-103-631　1,800円
16cm丸木台（20×16×2・内寸12.5） 　　565710363

日本製

729-201-631　5,200円
16cm石鍋（ステンレス巻）（16×7.5） 　　565720363

729-202-631　4,600円
16cm桐木台（16cm用）（20×20×7.2・内寸15） 　　565720463

729-203-631　5,600円
18cm石鍋（ステンレス巻）（18×7.5） 　　565730563

729-204-631　2,300円
19cm丸木台（24×19×2・内寸14.8） 　　565710663

日本製

729-205-631　7,300円
21cm石鍋（ステンレス巻）（21×7.8） 　　565720663

729-206-631　5,500円
23cm箱木台（23.5×23.5×9.5・内寸18.6） 　　565730863

日本製

729-301-631　4,950円
27cm丸木台板（32×27.8×2.3・内寸22） 　　565740363

729-302-631　5,500円
32cm丸木台板（38×32×2.5・内寸26） 　　565750563

729-303-631　5,300円
桐木台（18cm用）

（21.5×21.5×7.3・内寸16.5） 　　565730463

729-304-631　6,600円
20cm石鍋（ステンレス巻）

（20×7.7） 　　565720563

729-401-631　4,100円
14cm石鍋（14×7.5） 　　1172940163

729-402-631　4,600円
16cm石鍋（16×7.5） 　　1172940263

729-403-631　5,000円
18cm石鍋（18×7.5） 　　1172940363

729-404-631　6,000円
20cm石鍋（20×7.5） 　　1172940463

※ｐ726に使用上の注意がございますので、ご覧ください。

※　　　 以外の商品は韓国製です。日本製

P720～P729　器に適合する丸板を価格の後に表示しています。
P728 P729に掲載。1～5丸板 6・7丸板

日本製

日本製

6丸板

7丸板

4
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730 会津漆器　汁椀
Aizu Lacquerware Soup Bowl

日本製

日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製

730-101-951　300円
朱 東型汁椀 新秋草

（11.5×6.3） 　　567620295

730-102-951　340円
溜 木彫亀甲汁椀

（11.8×6） 　　567610595

730-103-951　420円
チーク羽反宝生汁椀

（11.7×6.3） 　　1072510395

730-104-951　480円
溜 木彫ホテイ汁椀

（10.8×6.1） 　　567630295

730-105-951　480円
春慶 木彫ホテイ汁椀

（10.8×6.1） 　　1173010595

730-201-951　550円
溜 千駒筋汁椀

（10.8×7.1） 　　567640195

730-202-951　550円
朱 千駒筋汁椀

（10.8×7.1） 　　567640295

730-203-951　680円
食彩名人 なると汁椀

（10.8×7.1） 　　669040395

730-204-951　1,100円
鎌倉塗 ひびき汁椀

（10.5×7.8） 　　974620595

730-205-951　300円
レンジ汁椀 春慶 宴

（11.8×6） 　　974630195

電 家洗

730-301-951　420円
レンジ汁椀 新溜 丸福 花吹雪

（11.5×6.1） 　　1072530495

電 家洗

730-302-951　420円
レンジ汁椀 新溜 平筋

（10.9×6.5） 　　1072530395

電 家洗

730-303-951　420円
レンジ汁椀 紅溜 若草

（10.2×7） 　　1072540195

電 家洗

730-304-951　500円
レンジ汁椀 溜 ふくろう

（11.6×6.1） 　　974650195

電 家洗

730-305-951　300円
レンジ汁椀 溜 宴

（11.8×6） 　　1072530195

電 家洗

730-401-951　500円
レンジ汁椀 紅溜 木彫

（11.2×6.1） 　　1072540295

電 家洗

730-402-951　500円
レンジ汁椀 桜亀甲 ブラウン

（11×6.4） 　　1173040295

電 家洗

730-403-951　500円
レンジ汁椀 桜亀甲 ブラック

（11×6.4） 　　1173040395

電 家洗

730-404-951　500円
レンジ汁椀 あずき 春秋

（11×6.8） 　　669120395

電 家洗

730-405-951　500円
レンジ汁椀 溜 春秋

（11×6.8） 　　669120295

電 家洗

730-501-951　500円
レンジ汁椀 艶溜 羽反総木目

（10.9×6.7） 　　1072540395

電 家洗

730-502-951　500円
レンジ汁椀 溜帯 千筋

（10.5×7） 　　974630395

電 家洗

730-503-951　500円
レンジ汁椀 溜 乱筋木彫

（11×7） 　　669120495

電 家洗

730-504-951　500円
レンジ汁椀 春慶 乱筋木彫

（11×7） 　　669120595

電 家洗

730-505-951　650円
レンジ汁椀 栃 乱筋木彫

（11×7） 　　669130195

電 家洗

730-601-951　500円
レンジ汁椀 春慶 味美桜

（11.1×6.4） 　　1173060195

電 家洗

730-602-951　500円
レンジ汁椀 羽反稜線 ブラウン

（10.9×6.7） 　　1173060295

電 家洗

730-603-951　520円
レンジ汁椀 溜 刷毛目 月待うさぎ

（10.7×7.1） 　　1072550295

電 家洗

730-604-951　1,100円
レンジ汁椀 朱 彩美羽反 鉄線

（11×6.8） 　　1173060495

電 家洗

730-605-951　1,100円
レンジ汁椀 溜 彩美羽反 椿

（11×6.8） 　　1173060595

電 家洗

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK



和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

731会津漆器　汁椀
Aizu Lacquerware Soup Bowl

日本製 日本製

日本製

日本製 日本製
日本製

日本製日本製日本製日本製

日本製

日本製日本製日本製

731-101-971　300円
溜 亀甲汁椀

（φ12×5.8） 　　669810197

731-102-971　300円
春慶亀甲汁椀

（φ12×5.8） 　　1073410197

731-103-971　450円
溜 しのぎ汁椀

（φ10.7×6.5） 　　769050397

731-104-971　450円
春慶 しのぎ汁椀

（φ10.7×6.5） 　　975610497

731-105-971　550円
黒 総木彫汁椀

（φ11.2×6.6） 　　975740197

731-201-971　500円
春慶 段付汁椀

（φ10.5×6.5） 　　769010397

731-202-971　500円
溜 段付汁椀

（φ10.5×6.5） 　　769010497

731-203-971　500円
春慶 宝生汁椀

（φ10.5×6.5） 　　769030297

731-204-971　500円
溜 宝生汁椀

（φ10.5×6.5） 　　769030597

731-205-971　550円
栃 総木彫汁椀

（φ11.2×6.6） 　　975740297

731-301-971　550円
溜 木彫ロクロ汁椀

（φ11.5×6） 　　567910297

731-302-971　680円
ライン春慶 3.6宝寿椀

（φ10.6×6.6） 　　1073530197

731-303-971　700円
山亀甲汁椀こげ茶

（φ11.2×7） 　　1073530397

731-304-971　700円
山亀甲汁椀別甲

（φ11.2×7） 　　1073530497

731-305-971　700円
山亀甲汁椀BR

（φ11.2×7） 　　1073530297

731-401-971　700円
撥水小萩汁椀紅ぼかし

（φ10.9×6.6） 　　1073560197

731-402-971　550円
溜 羽反木目汁椀

（φ11×7） 　　975730397

731-403-971　600円
ライト サザ波汁椀 内アイボリー

（φ10.5×6.5） 　　975640297

731-404-971　600円
ダーク サザ波汁椀 内アイボリー

（φ10.5×6.5） 　　975640197

731-405-971　600円
溜 サザ波汁椀 内アイボリー

（φ10.5×6.5） 　　975640397

731-501-971　600円
溜 都亀甲汁椀

（φ10.9×7） 　　669830497

731-502-971　550円
栃 小萩 汁椀ブラウン

（φ10.9×6.6） 　　1073450397

731-503-971　630円
溜 木彫汁椀

（φ11.5×6.6） 　　567930597

731-504-971　630円
ライト 両木彫汁椀

（φ11.2×6.9） 　　872260497

731-505-971　630円
ダーク 両木彫汁椀

（φ11.2×6.9） 　　872260597

731-601-971　550円
点心 汁椀 宴内朱

（φ10.8×7） 　　1073540297

731-602-971　550円
点心 汁椀 溜内朱

（φ10.8×7） 　　1073540197

731-603-971　750円
栃 もちやすい汁椀

（φ10.8×6.5） 　　975640597

731-604-971　700円
チーク もちやすい汁椀

（φ10.8×6.5） 　　975640497

731-605-971　700円
栃 雅汁椀

（φ11.3×6.8） 　　567930197

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK
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日本製日本製日本製日本製

日本製日本製日本製日本製

日本製日本製日本製日本製日本製

日本製日本製日本製日本製日本製

日本製日本製日本製日本製日本製

日本製日本製日本製日本製日本製

732-101-951　550円
レンジ汁椀 宴 木彫羽反荒筋

（10.8×7） 　　1173210195

電 家洗

732-102-951　550円
レンジ汁椀 溜 木彫羽反荒筋

（10.8×7） 　　1173210295

電 家洗

732-103-951　550円
レンジ汁椀 BR小萩ボール

（10.9×6.6） 　　871440195

電 家洗

732-104-951　550円
レンジ汁椀 総木目BR

（11.4×6.3） 　　871440395

電 家洗

732-105-951　550円
レンジ汁椀 総木目 BK

（11.4×6.3） 　　1072620395

電 家洗

732-201-951　620円
レンジ汁椀 かすり春慶

（10.6×6.6） 　　974660495

電 家洗

732-202-951　650円
レンジ汁椀 溜 木目

（11.3×6.6） 　　1072640295

電 家洗

732-203-951　650円
レンジ汁椀 山亀甲 BR

（11.2×7） 　　974730495

電 家洗

732-204-951　650円
レンジ汁椀 山亀甲 こげ茶

（11.2×7） 　　974730595

電 家洗

732-205-951　650円
レンジ汁椀 山亀甲 別甲

（11.2×7） 　　1072630495

電 家洗

732-301-951　650円
レンジ汁椀 紅溜 亀甲

（11.1×6.9） 　　1072640195

電 家洗

732-302-951　650円
レンジ汁椀 新溜 弥生木目 里うさぎ

（11×7） 　　1072640395

電 家洗

732-303-951　650円
レンジ汁椀 チーク ぷちエイド

（10.8×6.5） 　　768330495

電 家洗

732-304-951　750円
レンジ汁椀 溜 桜うさぎ

（10.8×6.5） 　　768340595

電 家洗

732-305-951　750円
レンジ汁椀 朱 桜うさぎ

（10.8×6.5） 　　768340495

電 家洗

732-401-951　680円
レンジ ベジボールS 内緑釉 BD

（11.9×6.6） 　　871450195

電 家洗

732-402-951　730円
レンジ汁椀 栃うさぎ彫

（10.7×6.8） 　　567750495

電 家洗

732-403-951　870円
レンジ汁椀 羽反木目 BR墨絵花

（11×7） 　　567760495

電 家洗

732-404-951　870円
レンジ汁椀 羽反木目 BD墨絵花

（11×7） 　　567760395

電 家洗

732-405-951　1,050円
レンジ汁椀 栃 木目花吹雪

（11.3×6.2） 　　1173240595

電 家洗

732-501-951　780円
レンジ手付汁椀 春慶

（13.2×10.2×6.7） 　　768720295

電 家洗

732-502-951　780円
レンジ手付汁椀 溜

（13.2×10.2×6.7） 　　768720195

電 家洗

732-503-951　650円
レンジ スタック椀 ブラウン

（10.8×7） 　　1173250395

電 家洗

732-504-951　650円
レンジ スタック椀 こげ茶

（10.8×7） 　　1173250495

電 家洗

732-601-951　980円
レンジ 手付スープカップ BR内茶釉

（13.9×12.8×7.9） 　　975220495

電 家洗

732-602-951　980円
レンジ 手付スープカップ 溜内緑釉

（13.9×12.8×7.9） 　　975220595

電 家洗

732-603-951　650円
レンジ スタック椀 溜

（10.8×7） 　　1173260395

電 家洗

732-604-951　650円
レンジ スタック椀 宴

（10.8×7） 　　1173260495

電 家洗

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK

スタック椀って
何ですか？

この線が便利
・�重ねても
上のお椀が
傾かない！

このクボミが便利
・指にかけて持ちやすい！
・洗っても水が残りにくい！
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日本製
日本製 日本製

日本製 日本製 日本製

日本製日本製日本製日本製

日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製
日本製 日本製

733-101-971　550円
ピンク 子供汁椀 ラビット

（φ10.5×5.5） 　　769110297

733-102-971　550円
クリーム 子供汁椀 ベア

（φ10.5×5.5） 　　769110197

733-103-971　650円
BR 子供飯椀くま

（φ10.5×5） 　　975710397

733-104-971　650円
BR 子供汁椀くま

（φ10×5.7） 　　975710297

733-105-971　1,000円
BR ぷちマグカップくま

（φ7×6） 　　975710197

733-201-971　550円
溜 三筋木彫汁椀

（φ11×6.8） 　　1073420597

733-202-971　650円
朱 ヒサゴ汁椀

（φ11.4×6.8） 　　1173320297

733-203-971　650円
溜 ヒサゴ汁椀

（φ11.4×6.8） 　　1173320397

733-204-971　600円
栃両相 羽反 汁椀

（φ10.8×7） 　　1173320497

733-205-971　600円
黒両相 羽反 汁椀

（φ10.8×7） 　　1173320597

733-301-971　530円
溜 羽反なごみ汁椀

（φ10.3×7） 　　567910497

733-302-971　600円
チーク 羽反なごみ汁椀

（φ10.3×7） 　　567910397

733-303-971　600円
黒帯朱 羽反なごみ汁椀

（φ10.3×7） 　　567920297

733-304-971　600円
朱帯黒 羽反なごみ汁椀

（φ10.3×7） 　　567920197

733-305-971　780円
木目オリーブグリーン椀

（φ10.4×6.5） 　　1073550597

733-401-971　650円
ダーク彩美汁椀

（φ10.5×7） 　　1173340197

733-402-971　650円
ライト彩美汁椀

（φ10.5×7） 　　1173340297

733-403-971　650円
ダーク羽反汁椀

（φ11×7） 　　1173340397

733-404-971　650円
ライト羽反汁椀

（φ11×7） 　　1173340497

733-405-971　780円
木目ライトブラウン椀

（φ10.4×6.5） 　　1073550497

733-501-971　550円
綾線 汁椀総ブラウン

（φ11×6.8） 　　1073440497

733-502-971　800円
ダーク羽反汁椀 桜散し

（φ11×7） 　　1173350297

733-503-971　800円
ライト羽反汁椀 桜

（φ11×7） 　　1173350397

733-504-971　850円
黒寿 汁椀 ふくろう

（φ11×7） 　　567950697

733-505-971　850円
朱寿 汁椀 ふくろう

（φ11×7） 　　567950497

733-601-971　650円
溜 飯椀

（11.5×6） 　　1173360197

733-602-971　650円
黒 飯椀

（11.5×6） 　　1173360297

733-603-971　850円
栃 筋入ほっこり椀

（φ11×6.9） 　　1073560297

733-604-971　1,080円
百合駒汁椀漆墨

（φ12×7） 　　1073560497

733-605-971　1,080円
百合駒汁椀紅栃

（φ12×7） 　　1073560597

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK

電 家洗 電 家洗 電 家洗電 家洗電 家洗

電 家洗 電 家洗 電 家洗 電 家洗 電 家洗

電 家洗 電 家洗 電 家洗 電 家洗 電 家洗

電 家洗電 家洗電 家洗電 家洗電 家洗

電 家洗 電 家洗 電 家洗 電 家洗 電 家洗

電 家洗 電 家洗 電 家洗 電 家洗 電 家洗



734 会津漆器　吸椀
Aizu Lacquerware Lidded Soup Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

日本製日本製 日本製

日本製

734-101-951　780円
溜 新古代吸椀 無地

（12.8×8.5） 　　974910195

734-102-951　900円
溜 新古代吸椀 平安菊

（12.8×8.5） 　　1072810295

734-103-951　900円
朱 新古代吸椀 平安菊

（12.8×8.5） 　　974910295

734-104-951　900円
溜 新古代吸椀 ふき

（12.8×8.5） 　　1072810495

734-105-951　900円
朱 新古代吸椀 ふき

（12.8×8.5） 　　974910495

734-201-951　1,000円
黒 木目亀甲吸椀

（10.9×10.1） 　　1173420195

電 家洗

734-202-951　1,200円
黒 京風吸椀 山桜

（11×11） 　　1173420295

734-203-951　1,200円
朱 京風吸椀 山桜

（11×11） 　　1173420395

734-204-951　1,300円
黒 京風吸椀 鈴に蝶

（11×11） 　　568130495

734-205-951　1,300円
朱 京風吸椀 鈴に蝶

（11×11） 　　974930495

734-301-951　1,100円
レンジ吸椀 春慶かすり

（11×10.5） 　　974940295

電 家洗

734-302-951　1,550円
レンジ吸椀 溜 なごみ色紙秋草

（11×10.5） 　　1072830195

電 家洗

734-303-951　1,550円
レンジ吸椀 朱 なごみ色紙秋草

（11×10.5） 　　871740595

電 家洗

734-304-951　1,400円
黒 仙才吸椀 山茶花 

（12×10.3） 　　1173430495

734-305-951　3,800円
朱 仙才吸物椀 山茶花（漆・手描）

（12×10.3） 　　1173430595

734-401-951　2,700円
黒 千才吸椀 香梅（手描）

（11.9×10） 　　1072830595

734-402-951　3,600円
黒 雑煮椀 南天

（13×11.5） 　　1072840295

734-403-951　3,600円
黒 雑煮椀 桜

（13×11.5） 　　1072840395

734-404-951　3,300円
溜 4.5 雅口クロ椀

（13.5×9.8） 　　1173440495

734-405-951　3,300円
古代朱 4.5 雅口クロ椀

（13.5×9.8） 　　1173440595

734-501-951　9,600円
黒内朱 喰初セット うさぎ（盆23×23×2.5） 　　669540195

734-502-951　9,600円
総本朱 喰初セット うさぎ（盆23×23×2.5） 　　669540295

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK



735会津漆器　吸椀・大椀
Aizu Lacquerware Lidded Soup Bowl,  Large Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

日本製日本製

日本製

日本製日本製日本製

日本製

735-101-971　1,250円
チーク 雅吸椀

（φ11×10.5） 　　568230397

電 家洗

735-102-971　1,100円
ライン春慶 なごみ吸椀

（φ11×10.5） 　　568230497

電 家洗

735-103-971　1,000円
黒亀甲 小吸椀

（φ10.7×6.8） 　　1173510397

735-104-971　1,100円
耐熱 黒3.2亀甲小吸椀

（φ9.7×9.5） 　　1073610297

家洗

735-105-971　1,400円
黒内朱3.5乱筋椀

（φ10×10） 　　1073610397

家洗

735-201-971　900円
溜 古代吸椀 結び

（12.5×8.5） 　　1073620197

735-202-971　900円
溜 古代吸椀 ツタ

（φ12.5×8.5） 　　568220197

735-203-971　900円
溜 古代吸椀 ラン

（φ12.5×8.5） 　　975820397

735-204-971　1,800円
朱 なごみ雑煮椀 梅鉢

（φ13.5×8.7） 　　568230797

電 家洗

735-205-971　1,800円
黒 なごみ雑煮椀 梅鉢

（φ13.5×8.7） 　　568230697

電 家洗

735-301-971　1,750円
溜 みやび吸椀 蛤

（φ11×10.5） 　　872420397

735-302-971　1,750円
朱 みやび吸椀 ツタ

（φ11×10.5） 　　975830597

735-303-971　1,750円
溜 みやび吸椀 ツタ

（φ11×10.5） 　　975830697

735-304-971　1,550円
朱 みやび吸椀 秋草

（φ11×10.5） 　　568230197

電 家洗

735-305-971　1,550円
溜 みやび吸椀 秋草

（φ11×10.5） 　　568230297

電 家洗

735-401-971　700円
黒 夏目 丼 白ウサギ

（φ14×9） 　　1173540197

735-402-971　750円
溜 しのぎ4.3大椀

（φ13×8） 　　769250497

電 家洗

735-403-971　750円
春慶 しのぎ4.3大椀

（φ13×8） 　　769250597

電 家洗

735-404-971　800円
総木彫大椀 栃

（φ13.8×7.5） 　　568240297

電 家洗

735-405-971　800円
総木彫大椀 BK

（φ13.8×7.5） 　　1073640597

電 家洗

735-501-971　750円
溜内朱 刷毛目大椀

（φ12×8） 　　567960197

電 家洗

735-502-971　880円
撥水小萩大椀紅ぼかし

（φ12.1×7.6） 　　1073660197

電 家洗

735-503-971　850円
栃 亀甲 大椀

（φ12.8×7.3） 　　872450397

電 家洗

735-504-971　1,150円
春慶 手付大椀

（13×15.8×7.9） 　　1073720597

電 家洗

735-505-971　1,150円
溜 手付大椀

（13×15.8×7.9） 　　1073720697

電 家洗

735-601-971　900円
栃 大椀 うさぎ彫

（φ12.3×8） 　　1073650197

電 家洗

735-602-971　1,000円
溜 三筋木彫丼

（φ15×8.3） 　　670050397

電 家洗

735-603-971　1,000円
春慶 三筋木彫丼

（φ15×8.3） 　　670050497

電 家洗

735-604-971　1,180円
溜 彩美木彫丼

（φ17.6×8.5） 　　568260197

電 家洗

735-605-971　1,180円
春慶 彩美木彫丼

（φ17.6×8.5） 　　568260297

電 家洗

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK

電 家洗

電 家洗電 家洗電 家洗



736 会津漆器　大椀・カップ
Aizu Lacquerware Large Bowl, Cup

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

日本製 電 家洗日本製日本製日本製日本製日本製 電 家洗

日本製日本製日本製日本製

日本製日本製日本製日本製日本製

日本製日本製日本製日本製日本製

日本製日本製日本製日本製日本製

日本製日本製

736-101-951　850円
溜 千駒大椀

（12.5×6.5） 　　568160195

736-102-951　900円
食彩名人なると大椀

（12.5×6.5） 　　568160495

736-103-951　900円
溜 5.0千駒お好み椀

（15×6.5） 　　568160395

736-104-951　750円
レンジ大椀 溜 縦菊

（15.7×9.7） 　　568010195

電 家洗

736-105-951　780円
レンジ大椀 山亀甲 別甲

（13×8） 　　1173610595

電 家洗

736-201-951　800円
レンジ大椀 総木目BR

（13.9×7.7） 　　871620195

電 家洗

736-202-951　800円
レンジ大椀 総木目 BK

（13.9×7.7） 　　1072720295

電 家洗

736-203-951　820円
レンジ大椀 溜 千筋

（11.9×8） 　　974810595

電 家洗

736-204-951　850円
レンジ大椀 溜 羽反総木目

（12.3×7.2） 　　1072720395

電 家洗

736-205-951　870円
レンジ大椀 栃 うさぎ彫

（12.3×8） 　　568010595

電 家洗

736-301-951　950円
レンジ ひさご丼 溜帯朱

（14.7×8.7） 　　1173630195

電 家洗

736-302-951　950円
レンジ ひさご丼 朱帯黒

（14.7×8.7） 　　1173630295

電 家洗

736-303-951　960円
レンジ大椀 春慶 4.5亀甲

（13.5×7） 　　871620495

電 家洗

736-304-951　1,000円
レンジ大椀 溜 乱筋木彫

（14.7×8） 　　669210295

電 家洗

736-305-951　1,000円
レンジ大椀 春慶 乱筋木彫

（14.7×8） 　　669210395

電 家洗

736-401-951　1,000円
レンジ手付丼 溜 木彫

（15.9×12.9×8） 　　1072740495

電 家洗

736-402-951　1,000円
レンジ手付丼 春慶 木彫

（15.9×12.9×8） 　　1072740595

電 家洗

736-403-951　1,050円
レンジ木彫丼 羽反 ぼかし曙

（13.8×7.9） 　　1072740195

電 家洗

736-404-951　1,200円
レンジ大椀 栃 乱筋木彫

（14.7×8） 　　669210495

電 家洗

736-405-951　1,280円
レンジ ラーメン丼 溜 十草

（18.3×8.7） 　　1173640595

電 家洗

736-501-951　1,180円
レンジ木彫麺丼 溜

（17.8×8.6） 　　1072760195

電 家洗

736-502-951　1,180円
レンジ 木彫麺丼 春慶

（17.8×8.6） 　　974850295

電 家洗

736-503-951　1,350円
レンジらーめん鉢 黒天目

（20×7.8） 　　1072760395

電 家洗

736-504-951　1,350円
レンジらーめん鉢 パール赤

（20×7.8） 　　1072760495

電 家洗

736-601-951　700円
レンジカゴメ蓋付マグカップ渕ピンク

（13×9.5×9.7） 　　871940195

736-602-951　700円
レンジカゴメ蓋付マグカップ渕グリーン

（13×9.5×9.7） 　　871940295

電 家洗

736-603-951　1,150円
レンジ カゴメ蓋付マグカップ ベージュ

（13×9.5×9.7） 　　1173660395

電 家洗

736-604-951　1,150円
レンジカゴメ蓋付マグカップキャラメル

（13×9.5×9.7） 　　871940595

電 家洗

736-605-951　1,000円
レンジ フリーカップ 朱 千波

（8×12） 　　1173660595

電 家洗

736-606-951　1,000円
レンジ フリーカップ 黒 千波

（8×12） 　　1173660695

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK



737会津漆器　カップ・丼
Aizu Lacquerware Cup, Deep Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

日本製

日本製

日本製

日本製日本製

日本製

日本製日本製日本製

日本製 日本製

日本製日本製 日本製 日本製

737-101-971　1,800円
朱 サザ波フリーカップ桜（φ8×12） 　　1173710197

737-102-971　1,000円
朱 サザ波フリーカップ無地（φ8×12） 　　1173710297

737-103-971　1,800円
黒 サザ波フリーカップ桜（φ8×12） 　　1173710397

737-104-971　1,000円
黒 サザ波フリーカップ無地（φ8×12） 　　1173710497

737-105-971　1,700円
ブルー内黒フリーカップ

（φ8×12） 　　1173710597

737-106-971　1,700円
ブルー内白フリーカップ

（φ8×12） 　　1173710697

737-107-971　1,000円
朱 モダン ボール

（φ12×6） 　　1173710797

737-201-971　850円
春慶 手付汁椀

（10.5×13×6.5） 　　669960697

電 家洗

737-202-971　850円
溜 手付汁椀

（10.5×13×6.5） 　　669960597

電 家洗

737-203-971　1,200円
春慶 手付汁椀 桜

（10.5×13×6.5） 　　872360497

電 家洗

737-204-971　1,200円
溜 手付汁椀 桜

（10.5×13×6.5） 　　872360597

電 家洗

737-205-971　1,000円
黒 モダン ボール

（φ12×6） 　　1173720597

737-301-971　1,150円
溜 彩美マグカップ

（φ9.5×8.2） 　　769210497

電 家洗

737-302-971　1,150円
春慶 彩美マグカップ

（φ9.5×8.2） 　　769210597

電 家洗

737-303-971　1,650円
溜 彩美マグカップ さくら

（φ9.5×8.2） 　　872520197

電 家洗

737-304-971　1,650円
春慶 彩美マグカップ さくら

（φ9.5×8.2） 　　872520297

電 家洗

737-305-971　1,650円
グリーン 彩美マグカップ うさぎ

（φ9.5×8.2） 　　872520397

電 家洗

737-401-971　900円
紅溜 亀甲 大椀

（φ12.8×7.3） 　　1173740197

電 家洗

737-402-971　1,200円
ライン春慶 5.0丼

（φ14.7×7） 　　568240397

電 家洗

737-403-971　1,100円
木目マルチボール オリーブグリーン

（φ12.8×8.8） 　　1173740397

737-404-971　1,000円
ライト 両木彫丼

（13.1×8） 　　872440497

電 家洗

737-405-971　1,000円
ダーク 両木彫丼

（13.1×8） 　　872440597

電 家洗

737-501-971　1,100円
ライト内アイボリーササ波 丼

（φ15×7.5） 　　1173750197

737-502-971　1,100円
ダーク内アイボリーササ波 丼

（φ15×7.5） 　　1173750297

737-503-971　1,350円
ピンクランチプレート ラビット

（23.5×19.2×1.5） 　　1073740197

電 家洗

737-504-971　1,350円
グリーンランチプレート ベア

（23.5×19.2×1.5） 　　1073740297

電 家洗

737-601-971　700円
石目黒天目4.0ボウル

（φ12×6.1） 　　1073750297

電 家洗

737-602-971　1,000円
石目黒天目ラーメン鉢

（φ20.2×11.8） 　　1073760397

電 家洗

737-603-971　1,200円
石目黒天目240深大鉢

（φ24×5.1） 　　1073750197

電 家洗

737-604-971　1,000円
石目黒天目オーバルパスタ

（24.7×17.2×5.4） 　　1073760197

電 家洗

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK

電 家洗電 家洗 電 家洗

電 家洗

電 家洗電 家洗

電 家洗

電 家洗 電 家洗



738 会津漆器　子供食器
Aizu Lacquerware Article ｆor Children　

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

日本製 日本製

日本製日本製

日本製日本製日本製日本製

738-101-951　780円
レンジ 撥水キッズ 飯椀 ピンク くま

（10.5×5） 　　1173810195

電 家洗

738-102-951　780円
レンジ 撥水キッズ 汁椀 ピンク くま

（10.1×5.7） 　　1173810295

電 家洗

738-103-951　1,620円
レンジ 撥水キッズ 深仕切皿 ピンク くま

（20.5×13.5×3.8） 　　1173810395

電 家洗

738-104-951　980円
レンジ 撥水キッズ マグ ピンク くま

（9.8×7.2×6.2） 　　1173810495

電 家洗

日本製

738-201-951　780円
レンジ 撥水キッズ 飯椀 ブルー はりねずみ

（10.5×5） 　　1173820195

電 家洗 日本製

738-202-951　780円
レンジ 撥水キッズ 汁椀 ブルー はりねずみ

（10.1×5.7） 　　1173820295

電 家洗 日本製

738-203-951　1,620円
レンジ 撥水キッズ 深仕切皿 ブルー はりねずみ

（20.5×13.5×3.8） 　　1173820395

電 家洗 日本製

738-204-951　980円
レンジ 撥水キッズ マグ ブルー はりねずみ

（9.8×7.2×6.2） 　　1173820495

電 家洗

日本製

738-301-951　650円
レンジ キッズ飯椀 BR くま

（10.5×5） 　　975210495

電 家洗 日本製

738-302-951　650円
レンジ キッズ汁椀 BR くま

（10.1×5.7） 　　975210595

電 家洗 日本製

738-303-951　1,620円
レンジ キッズ深仕切皿 BR くま

（20.5×13.5×3.8） 　　975210395

電 家洗 日本製

738-304-951　980円
レンジ キッズマグ BR くま

（9.8×7.2×6.2） 　　975220195

電 家洗

738-401-951　550円
レンジ キッズ汁椀 朱 クレヨンうさぎ

（10×5.6） 　　1173840195

電 家洗

738-402-951　550円
レンジ キッズ汁椀 黒 クレヨンくま

（10×5.6） 　　1173840295

電 家洗

738-403-951　1,680円
［木］ウッドキッズ 飯椀 うさぎ（手描）
（10.3×5.5） 　　1173840395

中国製

738-404-951　1,680円
［木］ウッドキッズ 飯椀 水玉（手描）
（10.3×5.5） 　　1173840495

中国製

738-405-951　1,680円
［木］ウッドキッズ 飯椀 音符（手描）
（10.3×5.5） 　　1173840595

中国製

738-501-951　550円
レンジ子供汁椀 ラビット ピンク

（10.1×5.5） 　　871510195

電 家洗

738-502-951　550円
レンジ子供汁椀 ラビット ブルー

（10.1×5.5） 　　871510295

電 家洗

738-503-951　1,680円
［木］ウッドキッズ 汁椀 うさぎ（手描）
（10×6） 　　1173850395

中国製

738-504-951　1,680円
［木］ウッドキッズ 汁椀 水玉（手描）
（10×6） 　　1173850495

中国製

738-505-951　1,680円
［木］ウッドキッズ 汁椀 音符（手描）
（10×6） 　　1173850595

中国製

　内側 撥水加工あり

撥水コートで
汚れを

 ブロック！�
撥水効果の高い塗料で油汚
れやこびりつきをブロック。
洗いあがりの速乾性も良い
ので、拭き取りもラクラク。
あっという間にピカピカ！

エコロジー＆
エコノミー

「738-101-951」～
「738-204-951」の商品が
『内側 撥水コート』です。

お得
電気の使用減
洗いの時短

節水
水道使用量の
軽減

ＥＣＯ
洗剤軽減で
環境に
やさしい

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK



739会津漆器　調理道具・茶筒・茶枢
Aizu Lacquerware Cooking Utensils, Tea Canister, Tea Set Box

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

739-101-971　340円
炭化竹調理道具飯杓子

（20×6.5） 　　976010197

中国製

739-102-971　750円
炭化竹調理道具サーバートング

（21×4） 　　976010297

中国製

739-103-971　340円
炭化竹調理道具返しターナー

（30×6.5） 　　976010397

中国製

739-104-971　340円
炭化竹調理道具ターナー（大）

（30×6.5） 　　976010697

中国製

739-105-971　450円
炭化竹調理道具スマイルターナー

（29.5×6） 　　1074110697

中国製

中国製

739-201-971　4,000円
（木）スリ急須（網付）
（16×15×10） 　　1074120697

中国製

739-202-971　5,000円
（木）スリ渕布ティーポット
（9×15×10） 　　1074120797

中国製

739-203-971　1,250円
（木製）メスリカスター盆（小）
（21×11×2.2） 　　568760297

中国製

739-206-971　4,600円
黒ヘギ目箸箱渕朱

（28.3×10×7.5） 　　568310197

739-205-971　4,600円
朱ヘギ目箸箱渕黒

（28.3×10×7.5） 　　568310397

739-301-971　1,550円
春慶あすか茶筒

（φ8.5×9.5） 　　769720397

739-302-971　1,300円
春慶あすか茶こぼし

（φ11×8） 　　769720497

739-303-971　2,300円
金ぼかし茶筒（中）（φ9×11） 　　976030397

739-304-971　2,000円
金ぼかし茶筒（小）（φ7.5×8.5） 　　976030497

739-305-971　2,200円
金ぼかし茶こぼし（大）（φ14×9） 　　976030597

739-306-971　1,800円
金ぼかし茶こぼし（中）（φ12×7.5） 　　976030697

739-307-971　2,500円 
栃塗茶筒（特大） （φ10.5×14） 　　976030797

739-308-971　2,300円 
栃塗茶筒（中） （φ9×11） 　　976030897

739-309-971　2,000円 
栃塗茶筒（小） （φ7.8×8.5） 　　976030997

739-310-971　2,200円
栃塗茶こぼし（大）（φ14×9） 　　568740197

739-311-971　1,800円
栃塗茶こぼし（中）（φ12×7.5） 　　568740297

739-401-971　13,000円
（木）スリベビー食器セット（36×28×7） 　　1173940197

中国製

739-402-971　14,000円
朱上喰初セット 松竹梅（28×28×12） 　　1173940297

739-403-971　14,000円
黒上喰初セット 松竹梅（28×28×12） 　　1173940397

739-501-971　6,000円
木目10.5茶枢ウズ（φ32×13） 　　568340197

739-502-971　8,000円
ケヤキ木目10.5茶櫃（φ32×12） 　　769740297

739-503-971　8,000円
ななこ10.5茶櫃（φ32×12.5） 　　976040397

739-204-971　1,350円
（木製）メスリカスター盆（大）
（26.5×11×2.2） 　　568760197

739-201-971 739-202-971 739-203-971
739-204-971

739-205-971 739-206-971

箸21cmまで



740 会津漆器　茶托・銘々皿（5枚組）
Aizu Lacquerware Saucer, Small Plate （Set of 5）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

740-102-951　2,200円
溜 3.6ダルマ茶托 5P

（10.5×1.2） 　　669420195

740-103-951　2,800円
溜 3.6ダルマ茶托 明月 5P

（10.5×1.2） 　　568420295

740-404-951　900円
朱 5.0椿皿 1P（箱なし）

（15.3×3.6） 　　1174040495

740-104-951　3,400円
溜 3.6ダルマ茶托 毛彫 5P

（10.5×1.2） 　　568430495

740-105-951　3,000円
溜 4.0小判茶托 5P

（12.4×1.5） 　　568420195

740-201-951　1,500円
黒 4.0梅型茶托 梅 5P

（11.8×1） 　　975010295

740-202-951　1,850円
溜 4.0木彫トントン茶托 5P

（12×1.5） 　　568410395

740-203-951　1,850円
溜 4.0ロクロ目茶托 5P

（12×1.5） 　　568410195

740-204-951　2,400円
溜 4.0ダルマ茶托 5P

（12×1.5） 　　669420295

740-205-951　3,000円
溜 4.0ダルマ茶托 明月 5P

（12×1.5） 　　568420395

740-301-951　3,000円
溜 4.0ダルマ茶托 金ラン 5P

（12×1.5） 　　669440595

740-302-951　3,200円
溜 4.0百合茶托 5P

（12×1.5） 　　871810595

740-303-951　3,200円
鎌倉 4.0カゴメ茶托 5P

（12×2） 　　1072940295

740-304-951　3,400円
溜 4.0ダルマ茶托 信夫 5P

（12×1.5） 　　568420595

740-305-951　3,500円
溜 4.0ダルマ茶托 毛彫 5P

（12×1.5） 　　568430595

740-401-951　2,000円
黒 4.2雅茶托 5P

（12.8×1.4） 　　975010495

740-101-951　3,300円
［木］［漆］スリ3.5梅型茶托 5P
（10×2） 　　1072940395

中国製

740-402-951　3,800円
［木］［漆］スリ4.0梅型茶托 5P
（12×2） 　　1072940495

中国製

740-403-951　3,800円
［木］［漆］スリ4.0丸型茶托 5P
（12×2） 　　1072940595

中国製

740-405-951　4,800円
朱 5.0椿皿 5P

（15.3×3.6） 　　1174040595

740-501-951　2,600円
黒 角銘々皿 やぶこうじ 5P

（12×12×1） 　　568460295

740-502-951　2,600円
朱 角銘々皿 やぶこうじ 5P

（12×12×1） 　　568460195

740-503-951　3,000円
溜 4.0丸銘々皿 信夫 5P

（12×1.2） 　　568460495

740-504-951　3,200円
溜 4.5丸銘々皿 明月 5P

（13.5×1） 　　568460595

740-505-951　3,300円
溜 4.5丸銘々皿 金らん 5P

（13.5×1） 　　669450595

740-601-951　3,600円
溜 3.8半月銘々皿明月 5P

（11×1.5） 　　871860495

740-602-951　3,600円
朱 3.8半月銘々皿明月 5P

（11×1.5） 　　871860395

740-603-951　4,000円
溜 4.5丸銘々皿 松葉 5P

（13.5×1） 　　975050595

740-604-951　4,000円
溜 4.5丸銘々皿 毛彫 5P

（13.5×1） 　　568470195

740-605-951　7,300円
溜 小判銘々皿宵待うさぎ 5P（手描）

（16×12.5×1.5） 　　871860595



741会津漆器　茶托・銘々皿（5枚組）
Aizu Lacquerware Saucer, Small Plate （Set of 5）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

741-101-971　1,600円
根来 4.0茶托

（φ12×2） 　　872710397

741-102-971　1,700円
溜 市松茶托

（φ12×1.2） 　　670210197

741-103-971　1,800円
ぼかし 十角茶托

（φ11.5×1.5） 　　976120297

741-104-971　1,800円
溜 千筋茶托

（φ12×1.7） 　　568510197

741-105-971　1,850円
溜 段付茶托

（φ12×1.2） 　　568510497

741-201-971　2,000円
溜 梅木彫茶托

（φ12×2） 　　568510597

741-202-971　2,000円
溜 筋入茶托

（φ12×2） 　　1074040197

741-203-971　2,000円
黒 4.0木目茶托

（φ12×1.5） 　　769620297

741-204-971　2,000円
溜 ダルマ茶托

（φ12×2） 　　568520197

741-205-971　2,000円
溜 胴張茶托

（11.5×11.5×1.7） 　　568510297

741-301-971　2,000円
栃 梅紋茶托

（φ12×1.5） 　　976120497

741-302-971　2,300円
溜 梅型茶托

（φ12×2） 　　976130497

741-303-971　2,400円
溜 3.6ダルマ茶托 明月

（φ10.5×1.5） 　　1074030497

741-304-971　2,600円
溜 4.0ダルマ茶托 明月

（φ12×2） 　　769630497

741-305-971　2,700円
栃 梅型茶托

（φ12×2） 　　568520297

741-401-971　3,500円
（木）スリ 梅型茶托
（φ11.5×1.5） 　　976140297

中国製

741-402-971　3,500円
（木）スリ ダルマ茶托
（φ11.5×1.5） 　　976140197

中国製

741-403-971　2,900円
溜 山茶花茶托

（φ12×2） 　　976140397

741-404-971　2,200円
溜 金松葉彫茶托

（φ12.3×1.8） 　　568520597

741-405-971　2,800円
溜 五葉茶托 明月

（φ12.5×1.5） 　　1074050597

741-501-971　2,600円
溜 4.5銘々皿

（φ14×1.5） 　　872750197

741-502-971　3,300円
溜 4.5銘々皿 明月

（φ14×1.5） 　　568560297

741-503-971　3,500円
溜 4.5丸銘々皿山茶花

（φ14×1.5） 　　769660597

741-504-971　2,500円
洗朱 4.0取皿

（φ11.5×3） 　　1074050197

741-505-971　7,000円
溜 4.2茶托 日月

（φ12.8×2） 　　670240497

741-601-971　3,500円
溜 菱形銘々皿 竹の子

（12×12×1.5） 　　568560597

741-602-971　2,200円
黒サザ波皿

（13.5×11.5×1.5） 　　1074060297

741-603-971　2,200円
朱サザ波皿

（13.5×11.5×1.5） 　　1074060197

741-604-971　3,700円
黒 5.0銘々皿 明月

（φ15×1.5） 　　1074060597

741-605-971　3,700円
朱 5.0銘々皿 明月

（φ15×1.5） 　　1074060497



742 会津漆器　カトラリー・卓上小物
Aizu Lacquerware Cutlery, Small Articles on the Table

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

中国製 フィリピン製 フィリピン製 フィリピン製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製

中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製

中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製

742-101-951　270円
［木］茶碗むしスプーン（13.5×2.5） 　　768810195

742-102-951　270円
［木］コーヒースプーン（13×3） 　　768810295

742-103-951　270円
［木］ベビースプーン（13.5×2.5） 　　768810395

742-104-951　270円
［木］ティースプーン（15×2.5） 　　768810495

742-105-951　270円
［木］クリームスプーン（14.5×3） 　　768810595

742-106-951　300円
［木］ケーキフォーク（14.5×2） 　　768810695

742-107-951　290円
［木］ロングマドラー（21×1.7） 　　768810995

742-108-951　300円
［木］煮豆スプーン（15.5×4） 　　768811095

742-109-951　300円
［木］丸スプーン（小）（13.5×3） 　　768820195

742-110-951　370円
［木］おかゆスプーン（20×3） 　　768820395

中国製

742-201-951　220円
［木］薬味スプーン（7.8×1） 　　975410795

742-202-951　270円
［木］［漆］デザート フォーク 黒（13） 　　569110195

742-203-951　270円
［木］［漆］デザート フォーク 赤（13） 　　569110295

742-204-951　240円
［木］［漆］デザート ナイフ 黒（12.2） 　　569110395

742-205-951　240円
［木］［漆］デザート ナイフ 赤（12.2） 　　569110495

742-207-951　270円
［木］［漆］コーヒースプーン黒（12） 　　569110595

742-206-951　270円
［木］［漆］コーヒースプーン赤（12） 　　569110695

742-208-951　230円
［木］ スリ 木目コーヒースプーン（13×2.7） 　　1073230395

742-209-951　320円
［木］［漆］おうかスプーン （15）（13.4×3） 　　768830395

742-210-951　460円
［木］［漆］おうかスプーン （16）（18.8×3.7） 　　768830495

中国製家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗

742-301-951　580円
［木］食洗 コーヒースプーン（12×2.5） 　　975440395

742-302-951　580円
［木］食洗 茶碗むしスプーン（13×2.5） 　　975440495

742-303-951　580円
［木］食洗 デザートスプーン（13.3×2.5） 　　975440595

742-304-951　580円
［木］食洗 丸スプーン（14×3.7） 　　975440695

742-305-951　970円
［木］食洗 ピラフスプーン（17.5×3.5） 　　975440995

742-306-951　970円
［木］食洗 スープスプーン（19×4） 　　975441095

742-307-951　680円
［木］［漆］塗分けコーヒースプーン黒（13.2） 　　569120795

742-308-951　680円
［木］［漆］塗分けコーヒースプーン赤（13.2） 　　569120895

742-309-951　1,300円
［木］［漆］塗分けおかゆスプーン黒（20×3.2） 　　768840995

742-310-951　1,300円
［木］［漆］塗分けおかゆスプーン赤（20×3.2） 　　569120995

742-401-951　1,400円
黒フォーク 5P うず

（13×1.2） 　　975450195

742-402-951　1,400円
赤フォーク 5P うず

（13×1.2） 　　975450295

742-403-951　1,400円
黒スプーン 5P うず

（11.2×2.1） 　　975450395

742-404-951　1,400円
赤スプーン 5P うず

（11.2×2.1） 　　975450495

742-405-951　1,400円
黒ナイフ 5P うず

（11.7×1） 　　975450595

742-406-951　1,400円
赤ナイフ 5P うず

（11.7×1） 　　975450695

742-501-951　500円
［木］塩入れ（1穴）
（9.1×4.6） 　　1174250195

中国製

742-502-951　500円
［木］コショー入れ（5穴）
（9.1×4.6） 　　1174250295

フィリピン製

742-503-951　700円
［木］箸置 フォークギター（6×2.3×0.8） 　　1174250395

742-504-951　700円
［木］箸置 エレキギター（6.1×2×1.1） 　　1174250495

742-505-951　700円
［木］箸置 バイオリン（6×2.1×0.9） 　　1174250595

742-506-951　700円
［木］箸置 トランペット（6×1.5×1.1） 　　1174250695

742-507-951　650円
箸置小皿（9.7×9.5×1.3） 　　1174250795

電 家洗
503～506

742-101-951 742-102-951 742-103-951 742-104-951 742-105-951 742-106-951

742-107-951
742-108-951

742-109-951

742-110-951

742-201-951

742-202-951 742-203-951
742-204-951 742-205-951 742-206-951 742-207-951 742-208-951 742-209-951

742-210-951

742-301-951 742-302-951 742-303-951
742-304-951

742-305-951 742-306-951

742-307-951 742-308-951

742-309-951

742-310-951

742-501-951 742-502-951

742-503-951

742-504-951

742-505-951 742-506-951 742-507-951

電電子レンジOK　家洗家庭用食洗機対応OK



743会津漆器　カトラリー
Aizu Lacquerware Cutlery

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製

中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製

中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製

中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製 中国製

中国製
日本製

中国製家洗

743-103-971　300円
（木）スリ赤フォーク（13×1） 　　1073820497

743-104-971　300円
（木）スリ黒フォーク（13×1） 　　1073820397

743-101-971　260円
（木）スリ黒ナイフ（12×1） 　　1073820597

743-102-971　260円
（木）スリ赤ナイフ（12×1） 　　1073820697

743-105-971　250円
黒キッズスプーン

（13×2.2） 　　976210397

743-106-971　200円
朱コーヒースプーン（大）（13.5×2.5） 　　568810197

743-107-971　190円
朱コーヒースプーン（小）（11.3×2） 　　568810297

743-108-971　200円
黒コーヒースプーン（大）（13.5×2.5） 　　568810397

743-109-971　190円
黒コーヒースプーン（小）（11.3×2） 　　568810497

743-110-971　900円
レンゲスプーン 朱内黒（15.7×4.3） 　　568810697

743-111-971　900円
レンゲスプーン 黒内朱（15.7×4.3） 　　568810597

743-112-971　700円
ピーナッツスプーン（大） 朱内黒（17.1×4.3） 　　568811297

743-113-971　550円
ピーナッツスプーン（小） 朱内黒（13.3×3） 　　568811097

743-114-971　700円
ピーナッツスプーン（大） 黒内朱（17.1×4.3） 　　568811197

743-115-971　550円
ピーナッツスプーン（小） 黒内朱（13.3×3） 　　568810997

743-201-971　390円
（木）ブナ スプーン（10.5×3） 　　976220197

中国製

743-202-971　260円
（竹）端赤コーヒースプーン（12×2.4） 　　976220297

743-203-971　260円
（竹）端黒コーヒースプーン（12×2.4） 　　976220397

743-204-971　300円
（木）手柄朱コーヒスプーン（12×2.4） 　　1174320497

743-205-971　300円
（木）手柄黒コーヒスプーン（12×2.4） 　　1174320597

743-206-971　330円
（木）糸巻コーヒースプーン（13×2.5） 　　976220897

743-207-971　300円
（木）白木コーヒースプーン（12.5×2.5） 　　976220797

743-208-971　280円
（木）スリ スプーン（13×2） 　　976230497

743-209-971　380円
（木）スリ 端赤スプーン（13×3） 　　976220997

743-210-971　380円
（木）スリ 端黒スプーン（13×3） 　　976221097

743-211-971　450円
（木）根来スプーン（13×2.5） 　　976221397

743-212-971　450円
（木）曙スプーン（13×2.5） 　　976221297

743-301-971　280円
（竹）端赤スプーン（15×2.5） 　　976230197

中国製

743-302-971　280円
（竹）端黒スプーン（15×2.5） 　　976230297

743-303-971　450円
（木）白木スプーン（17×3.8） 　　976240697

743-304-971　450円
（木）スリリゾットスプーン（18×4.3） 　　1174330497

743-305-971　550円
（木）スリ スプーン（20×4） 　　976241197

743-306-971　300円
（竹）端赤スプーン（20×4） 　　976240297

743-307-971　300円
（竹）端黒スプーン（20×4） 　　976240197

743-308-971　450円
（木）スリカレースプーン（18×3.5） 　　976240597

743-309-971　500円
（木）白木カレースプーン（20×3.5） 　　976241097

743-310-971　480円
（木）スリ マドラースプーン端赤（23×3） 　　976250297

743-311-971　480円
（木）スリ マドラースプーン端黒（23×3） 　　976250397

743-401-971　500円
（木）スリ中華 レンゲ
（15×4） 　　1174340197

中国製

743-402-971　800円
（木）ブナレンゲ
（15.3×4） 　　1174340297

743-403-971　750円
（木）布貼りレンゲ黒
（15×4） 　　1073840897

743-404-971　600円
（木）根来レンゲ
（15×4） 　　976230897

743-405-971　600円
（木）曙レンゲ
（15×4） 　　976230997

743-406-971　600円
（木）根来スープスプーン
（17.5×4.2） 　　1174340697

743-407-971　600円
（木）曙スープスプーン
（17.5×4.2） 　　1174340797

743-408-971　550円
（木）糸巻アール付スプーン
（18×4.3） 　　976240397

743-501-971　1,000円
（木）黒塗分カレースプーン（18×3.5） 　　1174350197

中国製

743-502-971　1,000円
（木）朱塗分カレースプーン（18×3.5） 　　1174350297

743-503-971　1,000円
（木）曙カレースプーン（19.5×3.4） 　　1174350397

743-504-971　1,000円
（木）根来カレースプーン（19.5×3.4） 　　1174350497

743-505-971　650円
（木）裏亀甲お玉（21.5×7） 　　976250497

743-506-971　650円
（木）裏亀甲穴明きお玉（21.5×7） 　　976250597

743-507-971　1,500円
（木）ブナ お玉（中）（22×6.5） 　　976250897

743-508-971　1,100円
（木）ブナ お玉（小）（18×6） 　　976250997

743-509-971　1,500円
（木）布貼 お玉（22.5×5.5） 　　976250697

101～104

743-401-971 743-402-971
743-407-971743-406-971

743-405-971743-404-971743-403-971 743-408-971

743-301-971
743-303-971

743-302-971

743-304-971
743-310-971743-309-971743-308-971

743-307-971743-306-971743-305-971 743-311-971

743-201-971 743-202-971 743-203-971 743-204-971 743-205-971 743-206-971 743-207-971 743-208-971 743-209-971 743-210-971 743-211-971 743-212-971

743-102-971
743-101-971 743-104-971

743-103-971 743-105-971 743-107-971
743-106-971

743-109-971
743-108-971 743-113-971

743-112-971
743-115-971
743-114-971743-110-971 743-111-971

家洗家庭用食洗機対応OK

401・402・404～408

743-501-971
743-504-971743-503-971743-502-971

743-505-971 743-509-971743-506-971 743-508-971
743-507-971



744 会津漆器　箸
Aizu Lacquerware Chopsticks

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 ベトナム製 ベトナム製 ベトナム製 ベトナム製 ベトナム製 ベトナム製 ベトナム製

744-101-951　200円
食洗箸 先角六角箸 黒（23） 　　975530195

744-102-951　200円
食洗箸 先角六角箸 エンジ（23） 　　975530295

744-103-951　250円
［木］木箸 柚檀（22.5） 　　569140395

744-104-951　250円
［木］木箸 椰子（22.5） 　　569140195

744-105-951　250円
［木］木箸 柚木（22.5） 　　569140495

744-106-951　250円
［木］木箸 紅鉄木（22.5） 　　569140295

744-107-951　250円
［木］木箸 松（22.5） 　　1174410795

744-108-951　250円
［木］木箸先角だえん黒檀（22.5） 　　569140595

744-109-951　250円
［木］木箸先角だえん紫檀（22.5） 　　569140695

744-110-951　250円
［木］木箸先角だえん鉄刀木（22.5） 　　569140795

744-111-951　150円
［木］小塗箸 小豆 （16.5） 　　1174411195

744-112-951　200円
［木］小箸 南天 （17） 　　1174411295

家洗 家洗

家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗

744-201-951　 810円
［木］食洗子供箸ベア・グリーン（18） 　　768920495

744-202-951　 810円
［木］食洗子供箸ベア・クリーム（18） 　　768920395

744-203-951　1,080円
［木］食洗子供箸パンダ・ブルー（16.5） 　　768920795

744-204-951　1,080円
［木］食洗子供箸パンダ・ピンク（16.5） 　　768920895

744-205-951　 750円
［木］食洗箸ポタリーサンデー ブルー（22.5） 　　872120595

744-206-951　 750円
［木］食洗箸ポタリーサンデー ピンク（22.5） 　　872120695

744-207-951　1,000円
［木］食洗箸 天丸古都 黒（23） 　　975530795

744-208-951　1,000円
［木］食洗箸 天丸古都 赤（21） 　　975530895

744-209-951　1,200円
［木］食洗箸 八角花園 グリーン（23） 　　975520995

744-210-951　1,200円
［木］食洗箸 八角花園 ピンク（21） 　　975521095

744-211-951　1,200円
［木］食洗箸 旋風 黒（23） 　　872121195

744-212-951　1,200円
［木］食洗箸 旋風 赤（21） 　　872121295

家洗

家洗 家洗 家洗

744-301-951　1,000円
［木］スス竹 姫箸 10P
（21.5） 　　1174430195

744-302-951　1,000円
［木］白竹 姫箸 10P
（21.5） 　　1174430295

744-303-951　620円
［木］食洗 丸箸 乾漆小豆 5P
（22.5） 　　1174430395

744-304-951　680円
［木］食洗 丸箸 染分 こげ茶 5P
（22.5） 　　1174430495

744-305-951　1,380円
［木］食洗 わじま箸 ナチュラル 5P
（22.5） 　　1174430595

744-306-951　1,380円
［木］食洗 わじま箸 染茶 5P
（22.5） 　　1174430695

家洗

家洗家庭用食洗機対応OK

ベトナム製
103～110

中国製
112

744-201-951

744-205-951

744-204-951744-203-951

744-202-951

744-206-951 744-207-951
744-208-951

744-209-951
744-210-951

744-211-951

744-212-951

744-101-951 744-102-951 744-103-951 744-104-951 744-105-951 744-106-951
744-107-951 744-108-951 744-109-951 744-110-951

744-111-951

744-112-951

744-301-951
744-303-951

744-302-951

744-304-951
744-305-951 744-306-951



745会津漆器　箸
Aizu Lacquerware Chopsticks

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

日本製 日本製 日本製

中国製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗

745-101-971　750円
ぷかぷか パンダ 青（18） 　　1073910997

745-102-971　750円
ぷかぷか パンダ ピンク（18） 　　1073911097

745-103-971　900円
食洗箸 てんとう虫（18） 　　1073911197

745-104-971　900円
食洗箸 みつばち（18） 　　1073911297

745-105-971　200円
先角食洗箸 黒（23） 　　1073910297

745-106-971　200円
先角食洗箸 エンジ（23） 　　1073910197

745-107-971　200円
先角食洗箸 茶（23） 　　1073910397

745-108-971　200円
先角乱彫箸 黒（23） 　　1073910497

745-109-971　300円
食洗箸乾漆 赤（22.5） 　　1073910597

745-110-971　300円
食洗箸乾漆 黒（22.5） 　　1073910697

745-111-971　600円
キワミ箸 カラシ（22.5） 　　769530397

745-112-971　600円
キワミ箸 黒（22.5） 　　769530297

家洗

745-201-971　550円
塗箸 白糸（21） 　　769521497

745-202-971　550円
塗箸 白糸（23） 　　769521397

745-203-971　500円
塗箸 サークル（21） 　　769520497

745-204-971　500円
塗箸 サークル（23） 　　769520397

745-205-971　500円
塗箸 になすたれ（21） 　　769520697

745-206-971　500円
塗箸 になすたれ（23） 　　769520597

745-207-971　550円
塗箸 駒糸 朱（19.5） 　　769520897

745-208-971　550円
塗箸 駒糸 黒（22.5） 　　769520797

745-209-971　550円
（木製）月ウサギ赤（21） 　　976320797

745-210-971　550円
（木製）月ウサギ黒（22.5） 　　976320897

745-211-971　550円
（木製）パール市松ピンク（21） 　　976320997

745-212-971　550円
（木製）パール市松ブルー（22.5） 　　976321097

家洗 家洗 家洗 家洗

745-301-971　550円
（木製）黒天削菊紅葉（23） 　　976350597

745-302-971　550円
（木製）黒天削桜（23） 　　976350697

745-303-971　600円
塗箸 ほのか（21） 　　769521197

745-304-971　600円
塗箸 ほのか（23） 　　769521297

745-305-971　600円
（木）永禄箸（21） 　　976350797

745-306-971　600円
（木）永禄箸（22.5） 　　976350897

745-307-971　800円
塗箸 兎月橋 赤（21） 　　769521097

745-308-971　800円
塗箸 兎月橋 緑（22.5） 　　769520997

745-309-971　800円
（木製）塗箸 ドット ブラック（23） 　　769530497

745-310-971　800円
（木製）塗箸 ドット ベージュ（23） 　　769530597

745-311-971　950円
（木製）彫桜（中）（21） 　　976330997

745-312-971　950円
（木製）彫桜（大）（23） 　　976331097

中国製家洗 家洗

家洗 家洗

745-401-971　1,200円
（木製）箸六角桜花（21） 　　769540897

745-402-971　1,200円
（木製）箸六角桜花（23） 　　769540797

745-403-971　1,250円
（木製）箸蛍（先乾漆）（21） 　　769541297

745-404-971　1,250円
（木製）箸蛍（先乾漆）（23） 　　769541197

745-405-971　1,200円
箸夢見草 中（21） 　　1174540597

745-406-971　1,200円
箸夢見草 大（23） 　　1174540697

745-407-971　1,200円
箸天丸流星桜 中（21） 　　1174540797

745-408-971　1,200円
箸天丸流星桜 大（23） 　　1174540897

745-409-971　1,200円
箸天丸桜吹雪 中（21） 　　1174540997

745-410-971　1,200円
箸天丸桜吹雪 大（23） 　　1174541097

745-411-971　550円
（木） 調理菜箸（白）（30） 　　872850297

家洗家庭用食洗機対応OK

301・302

745-101-971 745-104-971745-103-971745-102-971

745-105-971 745-112-971745-111-971745-110-971745-109-971745-108-971745-107-971745-106-971

745-201-971
745-202-971

745-203-971
745-204-971

745-205-971
745-206-971

745-207-971
745-208-971

745-209-971
745-210-971

745-211-971
745-212-971

745-301-971 745-302-971
745-303-971

745-304-971
745-305-971

745-306-971 745-307-971
745-308-971 745-309-971 745-310-971

745-311-971
745-312-971

745-401-971
745-402-971

745-403-971
745-404-971

745-405-971
745-406-971

745-407-971
745-408-971

745-409-971
745-410-971

745-411-971

家洗 家洗 家洗 家洗 家洗 家洗

家洗 家洗



746-202-981 3,900 円いろどり演出台（F）黒石目1
61-501-781 400 円トルコ 菊花小鉢2
47-102-701 2,580 円赤絵花紋小鉢3
275-107-251 1,800 円八角刷毛目唐津2合徳利4

5 275-108-251 900 円八角刷毛目唐津盃
421-206-601 140 円黒吹き 橋型箸置6

747-203-981 5,200 円いろどり演出台（O）黒石目1
46-103-741 2,380 円金彩小鉢2
46-102-781 2,380 円ラスター 小鉢3
84-306-071 1,550 円赤絵山茶花角蓋付珍味4
201-403-701 880 円古代市松のり皿5

6

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

746 越前漆器　演出台
Echizen Lacquerware Stage Stand

746-101-981　3,700円
いろどり演出台（A）黒石目

（10.2×10×9.8） 　　1174610198

746-102-981　3,800円
いろどり演出台（E）黒石目

（13×10×9.8） 　　1174610298

746-103-981　4,000円
いろどり演出台（ I ）黒石目

（20.8×10×9.8） 　　1174610398

746-201-981　3,800円
いろどり演出台（B）黒石目

（10.2×10×12.9） 　　1174620198

746-202-981　3,900円
いろどり演出台（F）黒石目

（13×10×12.9） 　　1174620298

746-203-981　4,200円
いろどり演出台（J）黒石目

（20.8×10×12.9） 　　1174620398



746-202-981 3,900 円いろどり演出台（F）黒石目1
61-501-781 400 円トルコ 菊花小鉢2
47-102-701 2,580 円赤絵花紋小鉢3
275-107-251 1,800 円八角刷毛目唐津2合徳利4

5 275-108-251 900 円八角刷毛目唐津盃
421-206-601 140 円黒吹き 橋型箸置6

747-203-981 5,200 円いろどり演出台（O）黒石目1
46-103-741 2,380 円金彩小鉢2
46-102-781 2,380 円ラスター 小鉢3
84-306-071 1,550 円赤絵山茶花角蓋付珍味4
201-403-701 880 円古代市松のり皿5

6

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

747越前漆器　演出台
Echizen Lacquerware Stage Stand

747-101-981　5,200円
いろどり演出台（G）黒石目

（13×10×20.4） 　　1174710198

747-102-981　5,500円
いろどり演出台（K）黒石目

（20.8×10×20.4） 　　1174710298

747-103-981　5,600円
いろどり演出台（L）黒石目

（20.8×10×23.5） 　　1174710398

747-201-981　4,600円
いろどり演出台（Q）黒石目

（21.8×10×12.9） 　　1174720198

747-202-981　5,800円
いろどり演出台（S）黒石目

（20.8×10×23.5） 　　1174720298

747-203-981　5,200円
いろどり演出台（O）黒石目

（20.8×10×20.4） 　　1174720398



748 越前漆器　小皿・角皿・珍味入・食前酒
Echizen Lacquerware Small Plate, Square Plate, Small Bowl for Delicacies, Aperitif Cup

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

748-101-981　950円
4.3 アールソーサー 溜艶消

（13×9.9×H1.8） 　　972610198

748-201-981　1,100円
スクウェアプレート（小）洗朱

（13.6×13.6×H1.5） 　　972620198

748-301-981　2,800円
7.5都盛皿 銀朱縁黒石目

（23×23×H1.5） 　　1074230198

748-401-981　1,600円
7.5 四方皿 溜

（22.8×22.8×H3） 　　972640198

748-501-981　1,500円
立しずく珍味入れ ワインカラー（11.5×5.2×H5.7） 　　1074250198

748-502-981　1,050円
立しずく珍味入れ 箔銀（11.5×5.2×H5.7） 　　1074250298

748-503-981　1,500円
平しずく珍味入れ ワインカラー（15.5×5×H5） 　　1074250398

748-504-981　1,050円
平しずく珍味入れ 箔銀（15.5×5×H5） 　　1074250498

748-505-981　2,100円
食前酒 箔銀/赤（φ6×H12.5） 　　1074250598

748-506-981　2,100円
食前酒 箔銀/黒（φ6×H12.5） 　　1074250698

748-102-981　850円
4.3 アールソーサー 黒（銀河塗）

（13×9.9×H1.8） 　　972610298

748-103-981　1,600円
4.3 アールソーサー ワインカラー H.S.P加工

（13×9.9×H1.8） 　　972610398

748-104-981　1,650円
4.3 アールソーサー 水面塗（ブラック）縁銀 H.S.P加工

（13×9.9×H1.8） 　　972610498

748-105-981　1,200円
4.6四方小皿 銀華塗 H.S.P加工

（14×14×H2） 　　972610598

748-202-981　1,400円
スクウェアプレート（小）雲流塗（ブラック）　

（13.6×13.6×H1.5） 　　972620298

748-203-981　1,000円
スクウェアプレート（小）白

（13.6×13.6×H1.5） 　　972620398

748-204-981　1,300円
5.7 小判皿 黒ハケ目

（17×12.6×H2.6） 　　972620498

748-205-981　1,300円
5.7 小判皿 銀朱ハケ目

（17×12.6×H2.6） 　　972620598

748-302-981　2,500円
7.5都盛皿 吟溜石目　

（23×23×H1.5） 　　1074230298

748-303-981　3,500円
7.5都盛皿 箔銀縁黒/金吹石目　

（23×23×H1.5） 　　1074230398

748-304-981　3,300円
7.5都盛皿 黒縁溜刷毛

（23×23×H1.5） 　　1074230498

748-402-981　1,800円
7.5 四方皿 洗朱 H.S.P加工

（22.8×22.8×H3） 　　972640298

748-403-981　3,800円
8.0 ツバ付角皿 溜/黒刷毛乾漆

（23×23×H2） 　　972640398

748-404-981　2,800円
8.0 ツバ付角皿（足付）黒乾漆 石目

（23×23×H3.2） 　　972640498

H.S.P加工

傷復元、汚れ防止予防加工。H.S.P加工

H.S.P加工H.S.P加工H.S.P加工



749越前漆器　スフレ・小鉢・かご
Echizen Lacquerware Souffle, Small Bowl, Basket

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

749-101-981　590円 6cmスタックスフレ グリーン（φ6×H3.7） 　　1074310198

749-102-981　590円 6cmスタックスフレ パープル（φ6×H3.7） 　　1074310298

749-103-981　590円 6cmスタックスフレ イエロー（φ6×H3.7） 　　1074310398

749-104-981　590円 6cmスタックスフレ ピンク（φ6×H3.7） 　　1074310498

749-105-981　400円 6cmスタックスフレ ホワイト（φ6×H3.7） 　　1074310598

749-106-981　750円 3.0笹舟小鉢 雲流塗（シルバー） （9×6.8×H3.5） 　　1074310698

749-107-981　750円 3.0笹舟小鉢 雲流塗（パープル） （9×6.8×H3.5） 　　1074310798

749-108-981　900円 3.0笹舟小鉢 琉球朱（9×6.8×H3.5） 　　1074310898

749-201-981　1,400円
足付いさざ篭 梨子地

（20×15×H5.4） 　　766320198

749-204-981　750円
舟型篭 黒

（25.5×15×H7.2） 　　869520498

749-301-981　980円 6.0丸片手アミ目篭 パール天朱（19.7×17.9×H4.4） 　　766330498

749-302-981　830円 5.0丸片手アミ目篭 パール天朱（16.7×14.9×H3.9） 　　766330398

749-303-981　720円 4.0丸片手アミ目篭 パール天朱（13.7×12.2×H4.4） 　　766330298

749-304-981　600円 3.5丸片手アミ目篭 パール天朱（11.6×10.3×H2.8） 　　766330198

749-305-981　1,050円 片手四方かご（大） パール（21.1×17.7×H5.3） 　　766330798

749-306-981　 920円 片手四方かご（中） パール（17.5×14.8×H4.5） 　　766330698

749-307-981　 700円 片手四方かご（小） パール（13.6×11.5×H3.8） 　　766330598

749-401-981　 970円
5.0手さげ篭 パール

（16.3×14.8×H14） 　　766340198

749-402-981　1,150円
6.0手さげ篭 パール

（19.5×17.7×H16.7） 　　766340298

749-403-981　1,400円
7.0手さげ篭 パール

（23×21×H19） 　　766340398

749-202-981　 850円
元禄かご目皿 溜（φ16.5×H2.2） 　　766320298

749-203-981　1,200円
元禄皿用足 黒石目（φ18×H7） 　　766320398

749-205-981　1,150円
舟型篭 新溜

（25.5×15×H7.2） 　　869520598



750 越前漆器　椀
Echizen Lacquerware Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

750-101-981　900円
（U）3.0 羽反ハケメ汁椀 黒内朱
（φ9.6×H6.4） 　　766410198

750-102-981　600円
ミニ汁椀 金パール内朱

（φ10×H5.8） 　　766410298

750-103-981　1,000円
なでしこ汁椀 黒内朱 タメハケメ

（φ9.8×H7） 　　766410398

750-104-981　600円
3.3 羽反ハケメ汁椀 黒内朱

（φ10.3×H7） 　　766410498

750-105-981　700円
3.3 羽反ハケメ汁椀 溜内黒

（φ10.3×H7） 　　766410598

750-106-981　520円
ロクロ汁椀（小） 黒内朱

（φ9.8×H7） 　　869610698

750-201-981　930円
布袋汁椀 洗朱

（φ10.8×H7） 　　766420198

750-202-981　630円
3.6 羽反亀甲汁椀 黒内朱

（φ10.9×H6.8） 　　766420298

750-203-981　730円
3.6 羽反亀甲汁椀 溜内黒

（φ10.9×H6.8） 　　766420398

750-204-981　1,300円
3.6 汁椀 黒ハケメ ウルミ帯

（φ10.5×H6.7） 　　766420498

750-205-981　400円
3.8 亀甲汁椀 黒内朱

（φ11.7×H6.1） 　　766420598

750-206-981　530円
ロクロ汁椀（中） 黒内朱

（φ10.8×H7） 　　869620698

750-301-981　650円
三味汁椀 黒内朱

（φ10.8×H6.9） 　　766430198

750-302-981　650円
味真野汁椀 黒内朱

（φ11.8×H6.4） 　　766430298

750-303-981　900円
3.8 布着汁椀 溜

（φ11.3×H7） 　　766430398

750-304-981　680円
ロクロ汁椀（大） 黒内朱

（φ12×H7） 　　869630498

750-305-981　800円
4.2 小丼 黒内朱

（φ12.5×H7.5） 　　766430598

750-401-981　700円
3.2 亀甲椀 黒

（φ9.5×H10.1） 　　766440198

750-402-981　870円
3.2 亀甲椀 溜内黒

（φ9.5×H10.1） 　　766440298

750-403-981　980円
布目小吸椀 黒内朱

（φ9.4×H10） 　　766440398

750-404-981　1,050円
天竜寺椀 朱黒帯

（φ9.4×H9.2） 　　766440498

750-405-981　1,050円
天竜寺椀 黒朱帯

（φ9.4×H9.2） 　　766440598

750-406-981　1,200円
千鳥小吸椀 朱天黒

（φ10×H9.7） 　　766440698

750-501-981　900円
羽反ハケメ吸椀 黒内朱

（φ10×H9） 　　766450198

750-502-981　1,050円
羽反ハケメ吸椀 溜内朱

（φ10×H9） 　　766450298

750-503-981　850円
荒筋小吸椀 黒内朱

（φ10.2×H9.5） 　　766450398

750-504-981　1,000円
荒筋小吸椀 溜内黒

（φ10.2×H9.5） 　　766450498

750-505-981　1,150円
ケヤキ木目小吸椀 黒

（φ9.6×H10.3） 　　869650598

750-506-981　1,450円
3.0 乱筋小丸椀 黒

（φ9.4×H9） 　　1074450698

750-601-981　950円
亀甲定食椀 黒内朱

（φ10.2×H10.2） 　　766460198

750-602-981　950円
亀甲定食椀 溜内黒

（φ10.2×H10.2） 　　766460298

750-603-981　950円
千筋ケヤキ定食椀 黒内朱

（φ10.3×H10.2） 　　766460398

750-604-981　950円
千筋ケヤキ定食椀 溜内黒

（φ10.3×H10.2） 　　766460498

750-605-981　1,050円
4.0 亀甲椀 黒内朱

（φ12×H9） 　　766460598

750-606-981　1,750円
3.8 乱筋小丸椀 黒

（φ11×H10） 　　1074460698



751越前漆器　椀
Echizen Lacquerware Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

751-101-981　1,150円
刷毛目箸洗椀 溜（三里塗） 内黒

（φ7.5×H9.4） 　　766510298

751-102-981　1,350円
千筋箸洗椀 朱内黒

（φ7.6×H9.8） 　　766510398

751-103-981　2,000円
千筋箸洗椀 黒 金線

（φ7.6×H9.8） 　　766510498

751-104-981　1,250円
竹扇箸洗椀 朱内黒

（φ7.1×H9.9） 　　869710498

751-105-981　2,600円
竹扇箸洗椀 華秀塗（シルバー） 内黒 渦

（φ7.1×H9.9） 　　1074510598

751-106-981　1,800円
竹扇箸洗椀 白壇 内黒

（φ7.1×H9.9） 　　869710698

751-201-981　1,200円
2.3 木目小吸椀 黒

（φ7×H11.2） 　　869660698

751-202-981　2,300円
宝寿小吸椀 暁かすり内黒 ツマミ内金

（φ7.8×H9.5） 　　972920198

751-203-981　2,200円
宝寿小吸椀 白壇 内黒

（φ7.8×H9.5） 　　972920298

751-204-981　1,350円
（耐熱） 殿上箸洗椀 黒
（φ7.6×H9） 　　1074520498

751-205-981　1,800円
（耐熱） 殿上箸洗椀 根来 内黒
（φ7.6×H9） 　　1074520598

751-206-981　2,200円
3.1小吸椀 乱れ根来 内黒

（φ9.2×H9.8） 　　972930398

751-301-981　2,100円
彩小吸椀 ブロンズ

（φ9.2×H9.8） 　　766520398

751-302-981　1,850円
彩小吸椀 金渦 タメハケメ

（φ9.2×H9.8） 　　766520498

751-303-981　1,700円
彩小吸椀 溜内黒

（φ9.2×H9.8） 　　766520298

751-304-981　2,800円
彩小吸椀 オレンジカスリ 内黒

（φ9.2×H9.8） 　　972930698

751-305-981　1,700円
羽反小吸椀 金かすり/朱

（φ9.8×H9.3） 　　766530498

751-306-981　1,800円
羽反小吸椀 暁かすり内黒 ツマミ内金

（φ9.8×H9.3） 　　766530598

751-401-981　1,850円
3.5 千鳥椀 タメハケメ内黒

（φ10.5×H8.9） 　　766530698

751-402-981　2,600円
3.5 小吸椀 朱 毬

（φ10.5×H10.3） 　　766540198

751-403-981　2,250円
3.5 小吸椀 黒 金かすり

（φ10.5×H10.3） 　　869730298

751-404-981　2,600円
3.8 仙才椀 黒 獅子唐子

（φ11.2×H10.4） 　　869750198

751-405-981　2,600円
3.8 仙才椀 朱 契り色紙

（φ11.2×H10.4） 　　766550498

751-406-981　3,550円
3.8 仙才椀 溜 七宝

（φ11.2×H10.4） 　　766540698

751-501-981　2,700円
丸山椀 ブロンズ

（φ11×H9.3） 　　869750698

751-502-981　4,100円
丸山椀 朱 色紙結び

（φ11×H9.3） 　　972950398

751-503-981　2,950円
3.8 京型椀 黒 春秋散し

（φ11.2×H10） 　　869740398

751-504-981　2,850円
3.8 京型椀 黒 のし

（φ11.2×H10） 　　766550398

751-505-981　3,400円
布袋吸物椀 黒 つぼつぼ

（φ10.4×H10.3） 　　766540598

751-506-981　4,000円
羽反吸物椀 黒 日月

（φ11.8×H8.7） 　　869740698

751-601-981　2,500円
長寿椀 暁かすり内黒 ツマミ内金

（φ11.5×H9） 　　869760198

751-602-981　3,700円
長寿椀 ブロンズ金帯 内黒

（φ11.5×H9） 　　869760298

751-603-981　1,900円
4.2 小槌椀 溜内朱

（φ12.8×H8.3） 　　766560398

751-604-981　1,900円
4.2 小槌椀 朱 ツタ

（φ12.8×H8.3） 　　766560498

751-605-981　1,900円
4.0 乱筋羽反椀 黒内朱

（φ12×H9.5） 　　972940298

751-606-981　2,200円
4.5 雑煮椀 タメハケメ 内黒

（φ12.8×H8.3） 　　766560698

洗浄機にご使用いただけます。耐熱

耐熱 耐熱



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

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

752-101-981　1,150円
ロクロ目飯器 駒塗

（10.3×11×H8.7） 　　766610198

752-102-981　1,150円
ロクロ目飯器 黒 朱ライン

（10.3×11×H8.7） 　　766610298

752-103-981　1,000円
ロクロ目飯器 朱内黒

（10.3×11×H8.7） 　　869810398

752-104-981　1,150円
ロクロ目飯器 黒 金かすり

（10.3×11×H8.7） 　　869810498

752-105-981　1,700円
ひさご千筋飯器 朱内黒

（11.5×10.5×H8.5） 　　869810598

752-106-981　1,800円
胴張飯器 金パール内朱

（9.8×9.8×H7） 　　973030198

752-201-981　1,800円
切立かぶせ飯器 暁かすり内朱

（φ10.7×H7.9） 　　766610398

752-202-981　1,800円
切立かぶせ飯器 白壇 内黒

（φ10.7×H7.9） 　　869820298

752-203-981　1,600円
切立かぶせ飯器 黒 金かすり

（φ10.7×H7.9） 　　869820398

752-204-981　1,200円
ヘギ目飯器 黒

（φ11.5×H9.2） 　　766620398

752-205-981　1,500円
利休飯器 黒石目内朱

（φ10.1×H7.3） 　　766610498

752-206-981　1,600円
利休飯器 春秋白壇

（φ10.1×H7.3） 　　766620198

752-301-981　1,500円
助六飯器 溜内朱

（φ12.3×H8.8） 　　766640698

752-302-981　1,300円
助六飯器 黒内朱

（φ12.3×H8.8） 　　766640798

752-303-981　1,650円
千筋ケヤキ飯器 黒内朱

（φ13×H8.3） 　　973030298

752-304-981　2,000円
十六夜飯器（小） 白壇かすり（φ9.6×H7.5） 　　766630298

752-305-981　2,250円
十六夜飯器（大） 白壇かすり（φ10.5×H8） 　　1074630598

752-306-981　1,950円
十六夜飯器（小） 溜内朱（φ9.6×H7.5） 　　766630398

752-307-981　2,200円
十六夜飯器（大） 溜内朱（φ10.5×H8） 　　1074630798

752-401-981　950円
木目入割子（大） 黒

（φ13.3×H8.4） 　　766650198

752-402-981　1,550円
木目入飯器（大） 栃塗

（φ13.3×H8.4） 　　766650398

752-403-981　1,250円
お好み割子（ツマミ付） 黒内朱

（φ13.6×H8） 　　766650598

752-404-981　2,550円
幸楽飯器（二段） 白壇かすり（12×11×H10.3） 　　766640298

752-405-981　1,900円
幸楽飯器（一段） 白壇かすり（12×11×H8） 　　766640198

752-406-981　2,350円
幸楽飯器（二段） 黒石目内朱（12×11×H10.3） 　　766640498

752-407-981　1,750円
幸楽飯器（一段） 黒石目内朱（12×11×H8） 　　766640398

752-501-981　1,750円
フォープレート 黒（銀河塗）

（17×17×H2.9） 　　973050198

752-601-981　2,450円
ナインプレート 黒（銀河塗）

（25.5×25.5×H2.7） 　　973060198

752-502-981　1,900円
シックスプレート 白

（25.5×17×H2.7） 　　973050298

752-503-981　2,150円
シックスプレート 黒（銀河塗）

（25.5×17×H2.7） 　　973050398

752-504-981　2,150円
コンビプレート（小） 黒（銀河塗）

（25.5×17×H2.7） 　　973050498

752-602-981　2,450円
コンビニプレート（大） 黒（銀河塗）

（25.5×25.5×H2.7） 　　973060298

752-603-981　2,200円
セブンプレート 白　

（25.5×25.5×H2.8） 　　973060398

752-604-981　2,450円
セブンプレート 黒（銀河塗）

（25.5×25.5×H2.8） 　　973060498



753越前漆器　丼・椀
Echizen Lacquerware Deep Bowl, Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

753-101-981　2,100円
4.5 木目丼 溜内朱（φ13.4×H9.9） 　　766710298

753-102-981　2,250円
千鳥小丼 乱れ曙 内黒（φ12.5×H9.4） 　　973110298

753-103-981　1,750円
新丼 黒内朱（φ15×H9.9） 　　766710398

753-104-981　2,200円
新丼 金かすり/朱（φ15×H9.9） 　　1074710498

753-201-981　3,000円
6.5 光月丼 黒内朱 ライン（φ19.1×H10.4） 　　1074720198

753-202-981　2,750円
5.5 光月丼 黒内朱 ライン（φ17.6×H9.7） 　　973140198

753-203-981　2,950円
6.5 光月丼 タメハケメ 内朱（φ19.1×H10.4） 　　766740598

753-204-981　2,600円
5.5 光月丼 タメハケメ 内朱（φ17.6×H9.7） 　　766740498

753-205-981　2,400円
6.5 光月丼 朱（φ19.1×H10.4） 　　869940598

753-206-981　2,100円
5.5 光月丼 朱（φ17.6×H9.7） 　　869940498

753-207-981　2,600円
姫丼 梨子地かすり（φ15.7×H10.5） 　　766720398

753-301-981　2,250円
大平椀 金パール内朱（φ17.5×H10.5） 　　766730198

753-302-981　2,600円
光悦木目椀 栃塗（φ17.5×H10.5） 　　766730498

753-303-981　3,200円
6.0 平筋丼 溜内朱（φ18×H9.8） 　　766750298

753-304-981　2,900円
5.5 平筋丼 溜内朱（φ16.5×H9.6） 　　766750198

753-305-981　3,400円
浅丸型仙才椀 タメハケメ内黒

（φ16.5×H10.5） 　　973130298

753-401-981　2,800円
6.0 桐杢小槌椀 黒内朱（φ18×H10.2） 　　1074740198

753-402-981　2,600円
5.5 桐杢小槌椀 黒内朱（φ16.5×H10.2） 　　973120198

753-403-981　3,400円
荒磯丼 タメハケメ内朱（φ15.5×H14） 　　973120498

753-404-981　2,400円
荒磯丼 黒内朱（φ15.5×H14） 　　766740398

753-405-981　2,400円
荒磯丼 朱内黒（φ15.5×H14） 　　869950298

753-501-981　3,550円
6.0 小槌椀 タメハケメ内朱（φ18.4×H10.3） 　　1074750198

753-502-981　2,900円
5.5 小槌椀 タメハケメ内朱（φ16.5×H9.5） 　　973130398

753-503-981　2,950円
6.5 大名椀 朱内黒（φ19.8×H13.8） 　　1074750398

753-504-981　2,600円
6.0 大名椀 朱内黒（φ17.8×H12.1） 　　973120298

753-505-981　2,800円
6.5 大名椀 黒内朱（φ19.8×H13.8） 　　766750498

753-506-981　2,500円
6.0 大名椀 黒内朱（φ17.8×H12.1） 　　766750398

753-507-981　3,300円
6.5 大名椀 梨子地かすり（φ19.8×H13.8） 　　766750698

753-508-981　3,000円
6.0 大名椀 梨子地かすり（φ17.8×H12.1） 　　766750598



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

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

754-101-981　800円
4.2 小丼 黒内朱

（φ12.5×H7.5） 　　766810198

754-102-981　760円
4.3 小丼 黒内朱

（φ13×H6.5） 　　766810298

754-103-981　650円
木目ロクロ小丼 消黒 （耐熱:90℃）

（φ12.5×H7.5） 　　973210398

754-104-981　1,400円
ロクロ小丼 新曙 内黒

（φ12.5×H6.6） 　　766850298

754-105-981　950円
ロクロ小丼 黒内朱

（φ12.5×H6.6） 　　766850398

754-201-981　950円
新割子丼 金パール 内朱

（φ13.3×H7.2） 　　766850498

754-202-981　900円
布目丼 黒内朱

（φ14×H8） 　　766810498

754-203-981　1,100円
木目羽反小丼 黒内朱

（φ13.3×H8.7） 　　766810398

754-204-981　1,900円
高台お好み椀 銀朱

（φ13.2×H10.2） 　　766820498

754-205-981　1,900円
高台お好み椀 黒

（φ13.2×H10.2） 　　766820598

754-301-981　1,700円
4.5 はぞれ丼 黒内朱

（φ14.5×H7.5） 　　766820398

754-302-981　900円
5.0 はぞれ丼 黒内朱

（φ15×H6.5） 　　870030298

754-303-981　1,150円
5.0 雅丼 金パール内朱

（φ14.5×H7.2） 　　766830298

754-304-981　950円
木目入丼 黒内朱

（φ13.7×H8.5） 　　766820198

754-305-981　900円
多用丼 黒内朱

（φ13.7×H8.2） 　　766820298

754-401-981　1,900円
元禄深鉢（小） 黒

（φ13.7×H9.5） 　　766830198

754-402-981　1,250円
5.0 羽反ハケ目丼 黒内朱

（φ15×H8.2） 　　766830398

754-403-981　1,950円
深口丼 黒

（φ15.2×H9.8） 　　766840498

754-404-981　1,800円
浅丸仙才丼 黒内朱

（φ16.5×H7） 　　766830598

754-405-981　2,000円
浅丸仙才丼 タメハケ目内黒

（φ16.5×H7） 　　766830498

754-501-981　2,200円
元禄深鉢（大） 黒

（φ15.8×H9.5） 　　766840198

754-502-981　1,900円
5.5 多用丼 黒内朱

（φ17×H7.8） 　　766840298

754-503-981　1,900円
5.5 多用丼 銀朱

（φ17×H7.8） 　　973250498

754-504-981　1,400円
6.0 刷毛目羽反丼 黒内朱

（φ18.5×H7.5） 　　766840598

洗浄機にご使用いただけます。耐熱

耐熱



755越前漆器　丼・鉢
Echizen Lacquerware Deep Bowl, Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

755-101-981　2,100円 輪広丼（大） 洗朱（φ16.6×H9） 　　766910398

755-102-981　1,800円 輪広丼（中） 洗朱（φ15.3×H8.5） 　　766910298

755-103-981　1,500円 輪広丼（小） 洗朱（φ13×H8.5） 　　766910198

755-104-981　2,100円 輪広丼（大） 黒（φ16.6×H9） 　　766910698

755-105-981　1,800円 輪広丼（中） 黒（φ15.3×H8.5） 　　766910598

755-106-981　1,500円 輪広丼（小） 黒（φ13×H8.5） 　　766910498

755-107-981　2,300円 浪花丼（大） 黒 金かすり（φ15×H9.3） 　　870120698

755-108-981　2,100円 浪花丼（小） 黒 金かすり（φ14×H9） 　　870120598

755-201-981　1,300円 木目乱筋丼（大） 黒内朱（φ17.8×H8.5） 　　766920298

755-202-981　1,150円 木目乱筋丼（小） 黒内朱（φ15.1×H8.6） 　　766920198

755-303-981　1,500円 吉野鉢（大） 黒内朱（φ21×H6） 　　766920498

755-304-981　1,350円 吉野鉢（小） 黒内朱（φ18×H5.1） 　　766920398

755-205-981　2,300円 7.0 重ね鉢 黒内朱（φ20.5×H5.8） 　　1074920598

755-206-981　2,000円 6.0 重ね鉢 黒内朱（φ18.2×H5.5） 　　1074920698

755-301-981　2,600円
9.0 多々良鉢 溜（艶消）（φ27.5×H5） 　　1074930198

755-302-981　5,100円
12.0 盛込鉢 黒（φ35.5×H8.5） 　　1074930298

755-203-981　2,250円 （耐熱） 5.0 たくみ丼 本朱（φ15×H9） 　　1175520398

755-204-981　1,750円 （耐熱） 4.2 たくみ小丼 本朱（φ12.3×H7.5） 　　1175520498

755-401-981　2,950円 9.0 千筋鉄鉢 黒（φ26.8×H6.8） 　　766940798

755-402-981　2,550円 8.0 千筋鉄鉢 黒（φ23.5×H6.5） 　　766940698

755-403-981　2,250円 7.0 千筋鉄鉢 黒（φ21×H6.5） 　　766940598

755-404-981　1,850円 6.0 千筋鉄鉢 黒（φ18.5×H6.5） 　　766940498

755-405-981　1,680円 5.0 千筋鉄鉢 黒（φ16×H6.5） 　　766940398

755-406-981　1,300円 4.5 千筋鉄鉢 黒（φ13.4×H4.2） 　　766940298

755-407-981　1,100円 4.0 千筋鉄鉢 黒（φ11.5×H4） 　　766940198

755-408-981　1,950円 7.0 千筋ボール 黒内朱（φ20×H8.3） 　　766941098

755-409-981　1,650円 6.0 千筋ボール 黒内朱（φ17.5×H7.5） 　　766940998

755-410-981　1,200円 5.0 千筋ボール 黒内朱（φ15×H6.8） 　　766940898

755-411-981　2,000円 7.0 千筋ボール 洗朱（φ20×H8.3） 　　766941398

755-412-981　1,700円 6.0 千筋ボール 洗朱（φ17.5×H7.5） 　　766941298

755-413-981　1,250円 5.0 千筋ボール 洗朱（φ15×H6.8） 　　766941198



756 越前漆器　そば皿・竹ス・セイロ
Echizen Lacquerware Soba Plate, Bamboo Mat, Basket Steamer

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

756-101-981　1,100円
白山そば皿 クリームハケメ

（24.5×22.5×H3） 　　767010198

756-102-981　 680円
白山そば皿用竹ス

（φ19.5） 　　767010298

756-103-981　920円
白山そば皿 黒

（24.5×22.5×H3） 　　767010398

756-104-981　680円
白山そば皿用竹ス

（φ19.5） 　　767010498

756-105-981　970円
布目入丸そば皿 溜

（φ23.2×H3） 　　767010598

756-106-981　680円
布目入丸そば用竹ス

（φ19.5） 　　767010698

756-107-981　1,150円
刷毛目そば皿 溜

（φ23.5×H2.8） 　　767010798

756-108-981　 680円
刷毛目そば皿用竹ス

（φ19.5） 　　767010898

756-201-981　950円
布目入角そば皿 黒天朱

（21×21×H3） 　　767020198

756-202-981　630円
布目入角そば皿用竹ス

（17.2×17.2） 　　767020298

756-203-981　1,900円
千筋四方皿 溜

（23.8×23.8×H3） 　　767020398

756-204-981　 630円
千筋四方皿用竹ス

（17.2×17.2） 　　767020498

756-205-981　1,800円
竹型二段丸皿 朱フチ黒

（φ21×H3.7） 　　870220598

756-206-981　 680円
竹型そば皿用竹ス　　

（φ19.5） 　　870220698

756-207-981　2,700円
宴そば皿 黒石目

（φ24×H2） 　　767020798

756-208-981　 600円
宴そば皿用竹ス

（15.5×15.5） 　　767020898

756-301-981　1,800円
宝祥そば皿 黒

（19×19×H4） 　　767030198

756-302-981　 630円
宝祥そば皿用竹ス

（17.2×17.2） 　　767030298

756-303-981　2,600円
万葉そば重 黒天朱　

（30.5×21×H6.3） 　　1075030398

756-304-981　 630円
万葉そば重用竹ス（172×172）　

（17.2×17.2） 　　1075030498

756-305-981　2,800円
一口セイロ 溜

（16.7×15×H5.2） 　　767030598

756-306-981　 580円
一口セイロ用竹ス

（11.5×11.5） 　　767030698

756-307-981　980円
丸ミニセイロ 朱

（φ14.2×H4.5） 　　767040198

756-308-981　600円
丸ミニセイロ用竹ス

（φ13） 　　767040298

756-401-981　2,450円
7.0 ロクロ皿鉢 伊良保塗

（φ21×H3.4） 　　870240198

756-402-981　 400円
7.0 ロクロ皿鉢用 PP竹ス

（φ16.5） 　　870240298

756-403-981　2,900円
8.0 ロクロ皿鉢 伊良保塗

（φ24.3×H3.6） 　　870240398

756-404-981　 450円
8.0 ロクロ皿鉢用 PP竹ス

（φ19.5） 　　870240498

756-405-981　2,050円
筋入長手セイロ 黒天朱（底付）

（21×13.5×H5.5） 　　767040598

756-406-981　 600円
筋入長手セイロ用竹ス

（18×12.5） 　　767040698

756-407-981　2,150円
筋入角セイロ 黒天朱（底付）

（21×19.3×H5.5） 　　767040798

756-408-981　 630円
筋入角セイロ用竹ス

（17.2×17.2） 　　767040898

756-501-981　1,900円
7.0 縁付丸そば皿 黒 金かすり

（φ21.7×H2.8） 　　870250198

756-502-981　 400円
7.0 縁付丸そば皿用 PP竹ス

（φ16.5） 　　870250298

756-503-981　2,200円
8.5 縁付丸そば皿 黒 金かすり

（φ25.5×H3.7） 　　870250398

756-504-981　 450円
8.5 縁付丸そば皿用 PP竹ス

（φ19.5） 　　870250498

756-505-981　400円
PP竹ス φ165

（φ16.5） 　　870250598

756-506-981　450円
PP竹ス φ195

（φ19.5） 　　870250698

756-507-981　450円
PP竹ス 172×172

（17.2×17.2） 　　870250798



757越前漆器　そば用品小物・こね鉢
Echizen Lacquerware Small Article for Soba, Kneading Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

757-101-981　950円
まゆ型つゆ入れ 金パール内朱（薬味皿付）

（φ8.2×H6.4） 　　767110198

757-102-981　1,060円
丸つゆ入れ 黒天朱（薬味皿付）

（φ8.8×H6.5） 　　767110298

757-103-981　1,250円
竹筒つゆ入れ 黒内朱（薬味皿付）

（φ8.2×H7.4） 　　767110398

757-104-981　800円
羽反つゆ入れ 黒天朱（薬味皿付）

（φ8.7×H6.5） 　　767110498

757-105-981　1,000円
布目つゆ入れ 黒天朱（薬味皿付）

（φ9.5×H7.2） 　　767110598

757-201-981　1,300円
桶型つゆ入れ 黒朱帯内朱（薬味皿付）

（φ9.5×H7.2） 　　767120198

757-202-981　1,200円
角つゆ入れ 黒内朱（薬味皿付）

（8×8×H7） 　　767120298

757-203-981　780円
薬味入れ 黒内朱

（12.1×7.7×H3.5） 　　767120398

757-204-981　1,900円
三種薬味皿 溜

（21×8×H2.2） 　　1075120498

757-205-981　1,350円
キューブ三点珍味 黒内朱

（19.5×6.8×H3.5） 　　973520598

757-301-981　1,450円
2点 薬味箱 タメハケメ内朱

（14.5×7.5×H3.7） 　　870330198

757-401-981　1,150円
ラーメン受け皿 黒石目 　

（φ21.2×H2.5） 　　870340198

757-501-981　2,150円
①丸湯筒（小） 朱（14×9×H9） 　　767150198

757-502-981　1,500円
②元禄丸湯筒 朱（12×6.8×H8） 　　767150298

757-601-981　13,000円
14.0 こね鉢 黒内朱（φ41.7×H10.7） 　　767160198

757-302-981　750円
2点 薬味入 朱天黒

（16×8×H1.5） 　　870330298

757-303-981　900円
3点 薬味入 朱天黒

（23.8×8×H1.5） 　　870330398

757-304-981　4,100円
ソーメン桶 クリームハケメ　

（φ25.7×H7） 　　870330498

757-305-981　2,950円
桶型ソーメン鉢 黒内朱

（φ29.5×H8.2） 　　870330598

757-402-981　1,150円
ラーメン受け皿 銀パール

（φ21.2×H2.5） 　　767140498

757-403-981　1,100円
縁丸ラーメン受け皿 黒石目

（22.5×22.5×H3） 　　767140598

757-404-981　1,100円
縁丸ラーメン受け皿 朱石目

（22.5×22.5×H3） 　　767140698

757-503-981　2,800円
丸湯筒（中） 朱（17.5×10.5×H10.5） 　　767150398

757-504-981　2,800円
丸湯筒（中） 黒（17.5×10.5×H10.5） 　　767150498

757-505-981　4,800円
丸湯筒（大） 朱

（19×12×H11.5） 　　767150598

757-506-981　4,000円
元禄角湯筒（大） 朱縁黒

（21.5×11×H13） 　　767150698

757-507-981　8,900円
角湯筒 朱

（22×10.8×H12.7） 　　767150798

757-602-981　20,000円
16.0 新こね鉢 黒内朱（φ48×H12.5） 　　767160298

757-603-981　25,000円
18.0 新こね鉢 黒内朱（φ54.1×H11） 　　767160398

②
①



758 越前漆器　丼重・小鉢
Echizen Lacquerware Box, Small Bowl

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

758-101-981　2,400円
小判丼重 タメパール シダ松

（18.5×13.5×H6.3） 　　1075210198

758-102-981　2,400円
千筋長角小丼重 溜内朱

（17.8×10×H5） 　　1075210298

758-103-981　2,800円
小丼重 梨子地内朱 野菊

（16.5×13.1×H7.5） 　　767210398

758-104-981　2,700円
小丼重 金パール内朱 金笹

（16.5×13.1×H7.5） 　　767210498

758-201-981　2,450円
末広丼重 金パール内朱 老松

（16.5×13.1×H7.9） 　　767220198

758-202-981　2,650円
光月丼重 梨子地内朱 つぼつぼ

（16.3×13.4×H6.5） 　　767220298

758-203-981　2,750円
ヘギ目丼重 黒内朱

（18.9×14.9×H7.9） 　　767220398

758-204-981　3,150円
ヘギ目丼重 溜内朱

（18.9×14.9×H7.9） 　　767220498

758-301-981　2,300円
足付丼重 金パール内朱

（16.7×14.3×H7.1） 　　767230198

758-302-981　2,700円
足付丼重 梨子地内朱 蛤

（16.7×14.3×H7.1） 　　767230298

758-303-981　3,100円
大型丼重 金パール内朱 シダ

（17.9×15×H7.9） 　　767230398

758-304-981　2,900円
天ぷら丼重 金パール内朱 竹

（18.7×13.6×H8） 　　767230498

758-401-981　600円
3.4 丸小鉢 黒内朱

（φ9.6×H3.5） 　　870440198

758-501-981　650円
丸小鉢 黒内朱　　

（φ11.2×H4） 　　870450198

758-502-981　900円
木目丸小鉢 溜

（φ11.3×H4.2） 　　870450298

758-503-981　800円
幸楽小鉢 黒内朱

（10.8×10.8×H4.7） 　　870450398

758-504-981　900円
サラダボール（小） 朱

（φ13×H4.5） 　　870450498

758-505-981　980円
サラダボール（大） 朱

（φ15×H5） 　　870450598

758-506-981　1,200円
4.2 四方角鉢 黒天朱

（12.7×12.7×H5） 　　870450698

758-507-981　1,900円
6.0 四方角鉢 黒天朱

（18.5×18.5×H6） 　　870450798

758-402-981　750円
3.1 丸小鉢 朱

（φ9.4×H5.3） 　　870440298

758-403-981　680円
3.0 四方小鉢 雲流塗（グリーン）　

（9×9×H2.7） 　　1175840398

758-404-981　680円
3.0 四方小鉢 雲流塗（レッド）　

（9×9×H2.7） 　　1175840498

758-405-981　700円
4.0 平浅鉢 黒天朱

（φ10×H4.8） 　　870440598

758-406-981　1,400円
優彩鉢 洗朱

（14.7×9.3×H8.2） 　　870440698



759越前漆器　盛台・寿司桶・ガリ入れ
Echizen Lacquerware Flat Plate, Sushi Rice Tub, Pickled Ginger Box

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

759-101-981　1,950円
7.5 DX利休盛台 黒縁朱

（23×12.2×H3） 　　767310198

759-102-981　3,600円
8.0 はぞれ盛台 溜 H.S.P加工

（24.2×16.2×H2.6） 　　767310298

759-103-981　3,500円
9.0 DX足付盛台（大） 溜 H.S.P加工

（27.5×16.8×H4） 　　767310398

759-104-981　3,500円
7.0 足付盛台 黒 H.S.P加工（20.8×12.8×H1.6） 　　767310498

759-105-981　4,350円
8.0 足付盛台 黒 H.S.P加工（24×15×H1.7） 　　767310598

759-106-981　5,000円
9.0 足付盛台 黒 H.S.P加工（27.2×18×H1.7） 　　767310698

759-201-981　4,200円
11.0 DX盛込器 黒内朱

（33×25.5×H7） 　　767320198

759-202-981　4,800円
屋形舟 白木（45×15×H8.6） 　　1075320298

759-203-981　1,250円
屋形舟用盛込中板 白木（17.8×12×H0.5） 　　1075320398

759-204-981　1,850円
小判寿司桶 梨子地内黒 御所車 （蓋）

（27.6×18.6×H1.5） 　　767320398

759-205-981　2,700円
小判寿司桶 梨子地内黒 御所車 （親）

（27.6×18.6×H6） 　　767320498

759-206-981　1,850円
小判寿司桶 梨子地内黒 蛤 （蓋）

（27.6×18.6×H1.5） 　　767320598

759-207-981　2,700円
小判寿司桶 梨子地内黒 蛤 （親）

（27.6×18.6×H6） 　　767320698

759-301-981　1,800円
ガリ入れ 金パール縁朱

（11.5×11.5×H11.2） 　　767330198

759-401-981　5,900円
10.5 縁丸皿 黒（31.5×31.5×H4.7） 　　870540198

759-501-981　31,000円 60cm足付盛込み台 黒 石目 H.S.P加工（60×23×H8） 　　1175950198

759-502-981　32,500円 70cm足付盛込み台 黒 石目 H.S.P加工（70×23×H8） 　　1175950298

759-503-981　1,600円 7.0 新桶　 タメハケメ内黒（φ22×H6） 　　767350998

759-504-981　2,300円 8.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ24.6×H6） 　　767351098

759-505-981　2,900円 9.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ27.6×H6） 　　767351198

759-506-981　3,550円 10.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ30.7×H6.1） 　　767351298

759-507-981　4,200円 11.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ33.5×H6.2） 　　767351398

759-508-981　4,900円 12.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ36.8×H6.2） 　　767351498

759-509-981　5,800円 13.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ40×H6.2） 　　767351598

759-510-981　7,300円 15.0 荒磯桶 タメハケメ内黒（φ46.5×H7） 　　767351698

傷復元、汚れ防止予防加工。H.S.P加工

759-402-981　4,700円
13.0 小判鉢 瑞雲塗（ブルー）（40×18.7×H5.3） 　　870540298

759-403-981　6,900円
14.0 小判皿 瑞雲塗（ブルー）（42×33×H4） 　　870540398

759-302-981　1,800円
ガリ入れ 黒縁朱

（11.5×11.5×H11.2） 　　767330298

759-303-981　2,500円
桶ガリ入れ 朱黒帯

（φ16.2×H11） 　　767330398

759-304-981　2,500円
桶ガリ入れ 黒朱帯

（φ16.2×H11） 　　767330498

759-305-981　350円
トング 茶（12.7×3.7） 　　767330598

759-306-981　350円
トング アイボリー（12.7×3.7） 　　767330698

H.S.P加工 H.S.P加工 H.S.P加工

H.S.P加工



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

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

760-101-981　2,200円
8.5 木目松花堂 黒縁朱（十字仕切付）

（26×26×H6.3） 　　767410198

760-102-981　2,350円
8.5 木目紐付松花堂 黒天朱（十字仕切付）

（25.8×25.8×H6.4） 　　767410298

760-103-981　1,450円
山河弁当 黒（蓋）（37.5×12.8×H1.8） 　　973810398

760-104-981　1,700円
山河弁当 黒（親）（37.5×12.8×H6） 　　973810498

760-105-981　 850円
山河弁当 黒（仕切）（36×11.5×H4.3） 　　973810598

760-201-981　3,200円
8.5加賀弁当 黒天朱 露草（十字仕切付）

（26×26×H6.2） 　　973820198

760-202-981　3,500円
8.5 筋入松花堂 黒 朱ライン（十字仕切付）

（26×26×H6.4） 　　767420298

760-203-981　1,250円
布目長手弁当 黒縁朱（蓋）（37.8×13.8×H2.2） 　　767420398

760-204-981　1,600円
布目長角弁当 黒内朱（タレ付）（36.6×12.6×H5.8） 　　767420498

760-205-981　1,600円
布目長角弁当 黒内朱（三ッ仕切）（36.6×12.6×H5.8） 　　767420598

760-301-981　4,500円
13.0 舟縁線筋松花堂 黒縁朱 露草（六っ仕切）

（38×26×H6.7） 　　767430198

760-302-981　5,050円
13.0 筋入松花堂 黒天朱 金笹（六っ仕切）

（38×26×H6.7） 　　767430298

760-401-981　1,100円
8.5 松花堂用一枚仕切 朱天黒

（23.4×23.4×H3.7） 　　767440198

760-402-981　850円
角箱 黒天朱

（11.4×11.4×H3.8） 　　870640298

760-501-981　700円
角鉢 朱天黒

（11.2×11.2×H4.5） 　　767450198

760-601-981　650円
丸小鉢 黒内朱

（φ11.2×H4） 　　767460198

760-602-981　1,250円
菊小鉢 銀彩

（φ11.3×H3.5） 　　767460298

760-603-981　850円
千筋折皿 黒縁朱

（11.2×11.2×H2.5） 　　767460398

760-604-981　1,450円
敷板 朱

（11.2×11.2×H5） 　　767460498

760-605-981　2,200円
アラレ小鉢 シルバー

（φ11.2×3.5） 　　767460598

760-606-981　1,150円
丸篭鉢 白

（φ11.1×H3.6） 　　767460698

760-607-981　650円
丸片手アミメ篭 溜

（11.6×10.3×H2.8） 　　767460798

760-403-981　1,000円
すり鉢 クリーム

（φ12×H4.3） 　　870640398

760-404-981　1,150円
丸篭鉢 溜

（φ11.1×H3.6） 　　870640498

760-405-981　1,150円
扇鉢 朱天黒 （タレ付）

（11.1×11.1×H3.5） 　　870640598

760-502-981　800円
羽反鉢 黒内朱

（φ11.2×H4.5） 　　767450298

760-503-981　950円
透かし皿 溜

（10.8×10.8×H3.5） 　　767450398

760-504-981　800円
幸楽小鉢 黒内朱

（10.8×10.8×H4.7） 　　767450498

760-505-981　1,150円
ロクロ小鉢 白

（φ12×H4.3） 　　767450598

760-506-981　800円
木の葉小鉢 溜

（13.3×10.1×H3.8） 　　767450698

760-507-981　650円
木目丸小鉢 朱

（φ11.3×H4.2） 　　767450798



761越前漆器　仕切弁当
Echizen Lacquerware Lunch Box with Partitions

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

761-101-981　4,400円
大平弁当 金パール内朱 
一枚菊（二段:仕切付）

（φ17.5×H14.6） 　　767510298

761-102-981　3,000円
大平弁当 金パール内朱 
一枚菊（一段）

（φ17.5×H10.5） 　　767510198

761-103-981　4,500円
ヘギ目丸重 溜内朱 

（二段:仕切付）
（φ16.2×H12.5） 　　767510498

761-104-981　2,800円
ヘギ目丸重 溜内朱（一段）

（φ16.2×H8） 　　767510398

761-105-981　1,200円
6.0 六角布目弁当 黒縁朱（蓋）（17.5×17.5×H1.5） 　　973910598

761-106-981　1,600円
6.0 六角布目弁当 黒内朱（親）（17.5×17.5×H5.7） 　　973910698

761-107-981　 850円
6.0 六角弁当用Ｔ仕切 朱（16×16×H3.5） 　　973910798

761-108-981　 850円
6.0 六角弁当用Ｙ仕切 朱（16×16×H3.5） 　　973910898

761-109-981　 800円
5.0 焼杉隅切重 マロン内黒（蓋）

（15.3×15.3×H1.3） 　　767510898

761-110-981　1,050円
5.0 焼杉隅切重 マロン内黒（親）

（15.1×15.1×H5.4） 　　767510998

761-201-981　2,350円
8.0 角舞子弁当 黒 春秋

（24×24×H6） 　　767520298

761-202-981　1,900円
7.0 角舞子弁当 黒 春秋

（21×21×H5.8） 　　767520198

761-203-981　2,350円
8.5 長手舞子弁当 黒 春秋

（25.5×20×H6.2） 　　767520398

761-204-981　3,200円
トンカツ弁当 金パール内朱 四海波

（24.2×24.2×H6） 　　767520498

761-301-981　1,750円
7.5 華月弁当 銀朱石目 瓢箪（蓋）（22.7×12.3×H1.7） 　　1075530198

761-302-981　1,800円
7.5 華月弁当 黒石目（親）（21.8×11.4×H5.5） 　　1075530298

761-303-981　 800円
7.5 華月弁当 黒内朱（箱仕切）（10.3×10.3×H4） 　　1075530398

761-304-981　3,100円
7.5 筋入松花堂 黒 朱ライン（十字仕切付）

（22.1×22.1×H6.5） 　　767530298

761-305-981　4,500円
11.0 長手オードブル 百万石（仕切付）

（30.8×24.8×H6.5） 　　767530398

761-401-981　8,600円
乱筋飯器（5人用） 溜（φ26.4×H13.2） 　　767540398

761-402-981　6,800円
乱筋飯器（3人用） 溜（φ23.1×H11.5） 　　767540298

761-403-981　4,600円
乱筋飯器（2人用） 溜（φ17.4×H10.3） 　　767540198

761-404-981　4,950円
５人飯器 朱（φ25.8×H13.7） 　　1075540498

761-405-981　3,850円
３人飯器 朱（φ21.6×H12.2） 　　1075540598

761-406-981　2,400円
２人飯器 朱（φ17.2×H10.4） 　　1075540698

761-407-981　5,400円
５人飯器 梨子地（φ25.8×H13.7） 　　1075540798

761-408-981　4,200円
３人飯器 梨子地（φ21.6×H12.2） 　　1075540898

761-409-981　2,700円
２人飯器 梨子地（φ17.2×H10.4） 　　1075540998

761-410-981　410円
杓子（大） 黒（22.3×6） 　　767540998

761-411-981　330円
杓子（中） 黒（19.4×5.5） 　　767540898

761-412-981　270円
杓子（小） 黒（17×4.7） 　　767540798

（大） （中）
（小）



762 越前漆器　小物
Echizen Lacquerware Small Article

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

762-101-981　200円
彩スプーン 朱（13.7×2.5） 　　767610198

762-102-981　280円
多用スプーン（長型） 朱（12.8×2.7） 　　767610298

762-201-981　350円
粥スプーン（小） 黒（16×2.7） 　　767620198

762-202-981　350円
粥スプーン（小） 朱（16×2.7） 　　767620298

762-301-981　350円
（AC）レンゲ 白（17.3×4.3） 　　870830198

762-302-981　350円
（AC）レンゲ 青磁（17.3×4.3） 　　870830298

762-401-981　600円
4.0 ダルマ茶托 黒

（φ11.9×H2） 　　767640198

762-501-981　1,300円
4.5 新銘々皿 黒（φ13.6×H1.7） 　　767650198

762-502-981　1,350円
美月皿（小） 雲流塗（グリーン）（φ14.8×H1.7） 　　767650298

762-601-981　4,500円
ヘギ目箸箱 黒（28.5×10.1×H7.6） 　　767660198

762-602-981　4,500円
ヘギ目箸箱 ウルミ（28.5×10.1×H7.6） 　　767660298

762-604-981　250円
六角箸 黒 22.5cm

（22.5×0.8×H0.8） 　　767660498

762-605-981　250円
六角箸 黒 21.0cm

（21×0.8×H0.8） 　　767660598

762-603-981　1,300円
八角箸立て 黒

（8.4×8.4×H12.2） 　　767660398

21cm用の箸箱になります。

762-503-981　1,700円
4.5 梅型銘々皿 溜（14.2×14.2×H1.3） 　　767650398

762-504-981　1,000円
4.6 象刻銘々皿 黒（φ14.4×H2.8） 　　767650498

762-505-981　 900円
富士おしぼり入れ（小） 銀朱（17.2×5.8×H2） 　　767650598

762-506-981　 900円
富士おしぼり入れ（小） 溜（17.2×5.8×H2） 　　767650698

762-507-981　1,500円
富士おしぼり入れ 黒/銀八雲（17.2×5.8×H2） 　　1075650798

762-508-981　700円
木目おしぼり入れ 洗朱（16.8×7.2×H2.4） 　　1075650898

762-509-981　700円
木目おしぼり入れ 黒（16.8×7.2×H2.4） 　　1075650998

762-606-981　250円
六角箸 茶 22.5cm

（22.5×0.8×H0.8） 　　767660698

762-607-981　250円
六角箸 茶 21.0cm

（21×0.8×H0.8） 　　767660798

762-608-981　250円
四角箸 黒 22.5cm

（22.5×0.8×H0.8） 　　767660898

762-609-981　250円
四角箸 黒 21.0cm

（21×0.8×H0.8） 　　767660998

762-610-981　250円
四角箸 茶 22.5cm

（22.5×0.8×H0.8） 　　767661098

762-611-981　250円
四角箸 茶 21.0cm

（21×0.8×H0.8） 　　767661198

762-604-981 762-605-981
762-606-981

762-607-981
762-608-981

762-609-981 762-610-981

762-611-981

762-402-981　830円
4.0 ダルマ茶托 溜

（φ11.9×H2） 　　767640298

762-403-981　580円
小判茶托 黒

（13×9.5×H2） 　　767640398

762-404-981　1,000円
3.6 朝顔茶托 黒

（φ11×H2） 　　767640498

762-405-981　1,000円
3.6 梅無地茶托 ウルミ

（φ10.9×H1.8） 　　767640598

762-406-981　1,200円
4.0 象谷茶托 溜

（φ12.3×H2） 　　767640698

762-303-981　400円
レンゲ受け台 白（10×5.5×H2.5） 　　870830398

762-304-981　400円
レンゲ受け台 赤（10×5.5×H2.5） 　　870830498

762-305-981　400円
レンゲ受け台 黒（10×5.5×H2.5） 　　870830598

762-306-981　380円
田舎しゃもじ 黒（20.5×7） 　　870830698

762-307-981　400円
田舎しゃもじ きなり（20.5×7） 　　870830798

762-308-981　650円
好みスプーン 新溜（17.5×4） 　　870830898

762-309-981　650円
好みスプーン 朱（17.5×4） 　　870830998

762-310-981　620円
三彩スプーン 朱（17×3） 　　870831098

762-311-981　620円
三彩スプーン 新溜（17×3） 　　870831198

762-312-981　620円
三彩スプーン 銀朱（17×3） 　　870831298

762-301-981 762-302-981

762-303-981 762-304-981 762-305-981

762-306-981 762-307-981

762-308-981 762-309-981
762-310-981 762-311-981

762-312-981

762-203-981　400円
粥スプーン（大） 黒（19.5×3.3） 　　767620398

762-204-981　400円
粥スプーン（大） 朱（19.5×3.3） 　　767620498

762-205-981　500円
レンゲ 青磁（φ17.5×H4） 　　767620598

762-206-981　500円
レンゲ受台 青磁（9.2×6.5×H2.5） 　　767620698

762-207-981　500円
レンゲ 白（φ17.5×H4） 　　767620798

762-208-981　500円
レンゲ受台 白（9.2×6.5×H2.5） 　　767620898

762-209-981　380円
亀甲レンゲ 茶（20.5×6.5） 　　767620998

762-210-981　680円
亀甲レンゲ 黒内朱（20.5×6.5） 　　767621098

762-103-981　280円
多用スプーン（長型） 溜（12.8×2.7） 　　767610398

762-104-981　280円
多用スプーン（丸型） 朱（12.8×2.7） 　　767610498

762-105-981　280円
多用スプーン（丸型） 溜（12.8×2.7） 　　767610598

762-106-981　340円
都スプーン 朱（13.5×3） 　　767610698

762-107-981　340円
都スプーン 溜（13.5×3） 　　767610798

762-108-981　900円
レンゲスプーン 黒内朱（15.7×4.2） 　　767610898

762-109-981　900円
レンゲスプーン 朱内黒（15.7×4.2） 　　767610998

762-110-981　700円
雅レンゲ（小） 溜（15.2×4.2） 　　767611098

762-111-981　780円
雅レンゲ（大） 溜（20×4.6） 　　767611198

762-112-981　600円
雅レンゲ受台 黒（9×6.9×H3.8） 　　767611298

762-101-981
762-102-981 762-103-981 762-104-981 762-105-981 762-106-981 762-107-981

762-108-981 762-109-981
762-110-981

762-111-981
762-112-981

762-201-981 762-202-981
762-203-981 762-204-981 762-205-981

762-206-981

762-207-981

762-208-981

762-209-981

762-210-981



763越前漆器　盆
Echizen Lacquerware Tray

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

763-101-981　950円
小判トレー盆 黒

（18.9×9.8×H1.5） 　　767710198

763-201-981　1,100円
華橋カスター盆 黒石目

（20.2×12×H1.4） 　　767720198

763-301-981　900円
8.5 布目長角盆 黒天朱

（25.5×18×H1.4） 　　870930198

763-401-981　1,450円
8.0 角ケヤキ木目盆 黒

（24.3×24.3×H2） 　　1176340198

763-501-981　2,100円
10.0 布目丸盆 溜天朱 N.S加工（φ30×H1.9） 　　767750198

763-502-981　2,700円
11.0 布目丸盆 溜天朱 N.S加工（φ33×H2） 　　767750298

763-503-981　2,900円
12.0 布目丸盆 溜天朱 N.S加工（φ36.3×H1.8） 　　767750398

763-504-981　3,250円
13.0 布目丸盆 溜天朱 N.S加工（φ39.2×H1.9） 　　767750498

763-505-981　1,650円
8.0 丸盆 黒（φ24×H1.8） 　　767750598

763-506-981　1,750円
8.5 丸盆 黒（φ25.5×H2） 　　767750698

763-507-981　2,050円
9.0 丸盆 黒（φ27×H2.2） 　　767750798

763-508-981　2,400円
10.0 丸盆 黒（φ30×H2.6） 　　767750898

763-509-981　2,850円
11.0 丸盆 黒（φ32.9×H2.9） 　　767750998

763-510-981　1,800円
7.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ21.5×H2） 　　870951098

763-511-981　2,400円
8.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ24×H2） 　　870951198

763-512-981　3,000円
9.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ27×H2） 　　870951298

763-513-981　3,350円
10.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ30.2×H2） 　　870951398

763-514-981　3,950円
11.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ33×H2.3） 　　870951498

763-515-981　4,600円
12.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ36×H2.3） 　　870951598

763-516-981　5,100円
13.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ39.2×H2.4） 　　870951698

763-517-981　6,900円
15.0 DX丸盆 黒石目 N.S加工（φ45.3×H2.4） 　　870951798

763-402-981　1,250円
8.0 正角ケヤキ盆 黒天朱　

（23.8×23.8×H1.7） 　　1176340298

763-403-981　1,400円
8.5 木目長角盆 溜

（26×26×H1.8） 　　1176340398

763-404-981　1,250円
8.5 木目長角盆 黒天朱

（26×19.5×H1.8） 　　767740498

763-405-981　1,300円
10.0 ぜんざい盆 朱天黒

（30×17.2×H1.7） 　　767740598

763-406-981　1,400円
10.0 木目入しるこ盆 黒天朱

（30.3×16.6×H2） 　　767740698

763-302-981　1,600円
9.5 布目角盆 黒天朱

（28.5×28.5×H1.4） 　　1176330298

763-303-981　1,000円
10.0 千筋小判盆 黒天朱

（30×18×H1） 　　870930398

763-304-981　1,600円
32cm 匠長角トレー 黒

（32.3×18×H1.9） 　　870930498

763-305-981　1,600円
32cm 匠長角トレー 朱

（32.3×18×H1.9） 　　870930598

763-306-981　1,600円
8.0 くつわ盆 洗朱

（24.3×24.3×H1.8） 　　1176330698

763-202-981　1,150円
殿上カスター盆 溜

（18.3×12.7×H3.4） 　　767720298

763-203-981　1,150円
切立カスター盆 黒石目

（25×9.2×H1.5） 　　767720398

763-204-981　1,100円
木目長角カスター盆（小） 黒天朱

（21.1×13.2×H1.8） 　　767720498

763-205-981　1,400円
春日カスター盆 銀朱

（21.4×16.8×H1.7） 　　767720598

763-206-981　1,400円
木目長角カスター盆（大） 黒天朱

（29.5×16.2×H2.2） 　　767720698

763-102-981　1,450円
布目カスター盆 黒天朱

（21.2×10.3×H1.5） 　　767710298

763-103-981　1,150円
小判カスター盆 銀朱

（25.7×11.5×H1.7） 　　767710398

763-104-981　1,050円
長角手付カスター盆（小） 黒

（21.3×9.8×H3.6） 　　767710498

763-105-981　1,200円
長角手付カスター盆（大） 黒

（21.3×13×H4） 　　767710598

763-106-981　1,050円
小判手付カスター盆 黒天朱

（23×13×H2.5） 　　767710698

すべり止め加工。N.S加工

N.S加工 N.S加工
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764-101-981　3,100円 12.0 梅型半月盆 朱 H.S.P加工（35.3×31.2×H1） 　　767810198

764-102-981　3,500円 13.0 梅型半月盆 朱 H.S.P加工（38.8×34.5×H1.3） 　　767810298

764-103-981　3,900円 14.0 梅型半月盆 朱 H.S.P加工（41.5×36.7×H1.3） 　　767810398

764-104-981　2,900円 11.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（33×29.2×H2） 　　767810498

764-105-981　3,200円 12.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（36×31.7×H2） 　　767810598

764-106-981　3,950円 13.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（40×34.5×H2） 　　767810698

764-107-981　4,700円 14.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（42×37×H2） 　　767810798

764-108-981　5,450円 15.0 半月盆 グリーン石目/朱石目（45×39.5×H2） 　　767810898

764-201-981　2,900円 11.0 半月盆 朱石目/黒石目（33×29.2×H2） 　　767820198

764-202-981　3,200円 12.0 半月盆 朱石目/黒石目（36×31.7×H2） 　　767820298

764-203-981　3,950円 13.0 半月盆 朱石目/黒石目（40×34.5×H2） 　　767820398

764-204-981　4,700円 14.0 半月盆 朱石目/黒石目（42×37×H2） 　　767820498

764-205-981　5,450円 15.0 半月盆 朱石目/黒石目（45×39.5×H2） 　　767820598

764-206-981　 750円 7.0 平筋半月盆 黒天朱（22.3×20×H1） 　　767820698

764-207-981　1,100円 9.0 平筋半月盆 黒天朱（27.2×24×H1） 　　767820798

764-208-981　1,400円 10.0 平筋半月盆 黒天朱（31.5×28×H1） 　　767820898

764-209-981　2,050円 12.0 平筋半月盆 黒天朱（36.2×32×H1.1） 　　767820998

764-210-981　2,650円 13.0 平筋半月盆 黒天朱（39.2×34.8×H1.1） 　　767821098

764-301-981　2,850円 10.0 布目正角盆 溜 N.S加工（30.5×30.5×H1.6） 　　767830198

764-302-981　3,150円 11.0 布目正角盆 溜 N.S加工（33.2×33.2×H1.7） 　　767830298

764-303-981　2,800円 12.0 布目長手盆 溜 N.S加工（36.2×27×H1.6） 　　767830398

764-304-981　3,350円 13.0 布目長手盆 溜 N.S加工（39.3×28.7×H1.6） 　　767830498

764-305-981　4,200円 14.0 布目長手盆 溜 N.S加工（42.5×30.2×H1.6） 　　767830598

764-306-981　5,000円 15.0 布目長手盆 溜 N.S加工（45.2×32×H1.6） 　　767830698

764-307-981　2,100円 12.0 はぞれ木目盆 朱天黒（37×28.5×H1.5） 　　767830798

764-308-981　2,500円 13.0 はぞれ木目盆 朱天黒（40×31×H1.6） 　　767830898

764-309-981　2,800円 14.0 はぞれ木目盆 朱天黒（44×33.2×H1.6） 　　767830998

764-401-981　3,050円 12.0 半月マット 瑞雲塗（ゴールド）（36×31.7×H0.4） 　　871040198

764-402-981　3,350円 13.0 半月マット 瑞雲塗（ゴールド）（39.4×35×H0.4） 　　871040298

764-403-981　3,050円 12.0 半月マット 瑞雲塗（シルバー）（36×31.7×H0.4） 　　871040398

764-404-981　3,350円 13.0 半月マット 瑞雲塗（シルバー）（39.4×35×H0.4） 　　871040498

764-405-981　3,100円 15.0 小判敷膳 朱乾漆/黒乾漆（45×30.2×H0.4） 　　871040598

764-406-981　3,200円 15.0 小判敷膳 銀パール/朱乾漆（45×30.2×H0.4） 　　871040698

傷復元、汚れ防止予防加工。H.S.P加工 すべり止め加工。N.S加工

H.S.P加工

N.S加工
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765-101-981　1,700円 11.0 ダイヤ木目盆 黒（32.5×23.5×H2.1） 　　767910198

765-102-981　2,000円 12.0 ダイヤ木目盆 黒（36×27×H2.1） 　　767910298

765-103-981　2,400円 13.0 ダイヤ木目盆 黒（39×29.7×H2.1） 　　767910398

765-104-981　3,050円 14.0 ダイヤ木目盆 黒（42.8×30.7×H2.1） 　　767910498

765-105-981　4,000円 16.0 ダイヤ木目盆 黒（48.2×33×H2.1） 　　767910598

765-106-981　1,800円 11.0 千筋長手盆 黒天朱（33×25.5×H2） 　　767910698

765-107-981　2,100円 12.0 千筋長手盆 黒天朱（36×27.5×H2） 　　767910798

765-108-981　2,450円 13.0 千筋長手盆 黒天朱（39×30×H2） 　　767910898

765-109-981　2,950円 14.0 千筋長手盆 黒天朱（42×32.2×H2） 　　767910998

765-110-981　3,350円 15.0 千筋長手盆 黒天朱（45.5×35×H2） 　　767911098

765-111-981　3,800円 16.0 千筋長手盆 黒天朱（48.5×27.2×H2） 　　767911198

765-201-981　1,650円 11.0 新盆 黒天朱（33×24.5×H2） 　　767920198

765-202-981　1,700円 12.0 新盆 黒天朱（36.3×27.2×H2） 　　767920298

765-203-981　1,800円 13.0 新盆 黒天朱（39.2×29.4×H2.1） 　　767920398

765-204-981　2,300円 14.0 新盆 黒天朱（42.2×31.7×H2.2） 　　767920498

765-205-981　2,800円 15.0 新盆 黒天朱（45.2×34×H2.2） 　　767920598

765-206-981　2,800円 12.0 珠敷盆 溜 N.S加工（36×26.3×H1.7） 　　767920698

765-207-981　3,200円 13.0 珠敷盆 溜 N.S加工（39.1×28.5×H1.7） 　　767920798

765-208-981　3,800円 14.0 珠敷盆 溜 N.S加工（42.5×31×H1.7） 　　767920898

765-209-981　4,650円 15.0 珠敷盆 溜 N.S加工（45.5×33.2×H1.7） 　　767920998

765-301-981　2,650円 12.0 舟型盆 ウルミ N.S加工（36.5×28.5×H1.7） 　　767930198

765-302-981　3,100円 13.0 舟型盆 ウルミ N.S加工（39.7×30.8×H1.8） 　　767930298

765-303-981　3,550円 14.0 舟型盆 ウルミ N.S加工（42.5×33×H1.8） 　　767930398

765-304-981　4,750円 16.0 舟型盆 ウルミ N.S加工（48.5×37.6×H2） 　　767930498

765-305-981　1,850円 12.0 布目定食盆 黒（36.3×26.5×H1.8） 　　767930598

765-306-981　2,350円 13.0 布目定食盆 黒（39.5×28.5×H1.8） 　　767930698

765-307-981　2,950円 14.0 布目定食盆 黒（43×30.5×H2） 　　767930798

765-308-981　3,300円 15.0 布目定食盆 黒（46×32×H2） 　　767930898

765-401-981　2,350円 12.0 地木目入長手盆 黒天朱 （幅広タイプ）（37×29×H1.8） 　　871140198

765-402-981　1,500円 11.0 地木目入長手盆 黒天朱（33×24×H2） 　　871140298

765-403-981　1,700円 12.0 地木目入長手盆 黒天朱（36×26×H2.1） 　　871140398

765-404-981　1,950円 13.0 地木目入長手盆 黒天朱（39.5×28.5×H2.1） 　　871140498

765-405-981　2,400円 14.0 地木目入長手盆 黒天朱（42.7×30.5×H2.1） 　　871140598

765-406-981　2,900円 15.0 地木目入長手盆 黒天朱（45.5×32×H2.2） 　　871140698

765-407-981　4,100円 16.0 地木目入長手盆 黒天朱（48.5×33.5×H2.3） 　　871140798

765-408-981　3,350円 15.0 ABS運び盆 黒天朱（45.2×30×H4.2） 　　767940698

765-409-981　5,100円 18.0 ABS運び盆 黒天朱（54.4×36.2×H4.2） 　　767940798

765-410-981　6,600円 19.0 ABS運び盆 黒天朱（57.4×36×H4.5） 　　767940898

765-411-981　7,300円 20.0 ABS運び盆 黒天朱（60.3×39.3×H4.8） 　　767940998

すべり止め加工。N.S加工

N.S加工

N.S加工
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766-101-981　3,350円
6.5校倉重 黒縁金 2段（19.7×19.7×H13.5） 　　768010198

766-102-981　4,400円
6.5校倉重 黒縁金 3段（19.7×19.7×H19） 　　768010298

766-103-981　3,350円
6.5校倉重 朱縁金 2段（19.7×19.7×H13.5） 　　768010398

766-104-981　4,400円
6.5校倉重 朱縁金 3段（19.7×19.7×H19） 　　768010498

766-105-981　3,450円
6.5校倉重 梨子地縁金 2段（19.7×19.7×H13.5） 　　768010598

766-106-981　4,500円
6.5校倉重 梨子地縁金 3段（19.7×19.7×H19） 　　768010698

766-201-981　3,100円
6.5彩重 黒 扇面 2段（19.6×19.6×H12.5） 　　768020198

766-202-981　3,850円
6.5彩重 黒 扇面 3段（19.6×19.6×H18.5） 　　768020298

766-203-981　3,100円
6.5彩重 黒 光琳梅 2段（19.6×19.6×H12.5） 　　768020398

766-204-981　3,850円
6.5彩重 黒 光琳梅 3段（19.6×19.6×H18.5） 　　768020498

766-205-981　3,100円
6.5彩重 黒 四君子 2段（19.6×19.6×H12.5） 　　768020598

766-206-981　3,850円
6.5彩重 黒 四君子 3段（19.6×19.6×H18.5） 　　768020698

766-301-981　3,350円
6.5彩重 黒 市松梅 2段（19.6×19.6×H12.5） 　　1076030198

766-302-981　4,300円
6.5彩重 黒 市松梅 3段（19.6×19.6×H18.5） 　　1076030298

766-303-981　6,200円
6.5彩三段重フランス内黒天金（19.6×19.6×H18.5） 　　1076030398

766-304-981　6,200円
6.5彩三段重イタリア内黒天金（19.6×19.6×H18.5） 　　1076030498

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

■パーツご希望の場合、個数の間違いを防ぐ為、本体にセットした状態にてお送りさせていただきます。
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767-101-981　320円 6.5重箱パーツ 1/2タイプ 黒（18.6×9.4×H4.2） 　　768110198

767-102-981　320円 6.5重箱パーツ 1/2タイプ 朱（18.6×9.4×H4.2） 　　768110298

767-103-981　320円 6.5重箱パーツ 1/2タイプ 透明（18.6×9.4×H4.2） 　　768110398

767-104-981　200円 6.5重箱パーツ 1/4タイプ 黒（9.4×9.4×H4.2） 　　768110498

767-105-981　200円 6.5重箱パーツ 1/4タイプ 朱（9.4×9.4×H4.2） 　　768110598

767-106-981　200円 6.5重箱パーツ 1/4タイプ 透明（9.4×9.4×H4.2） 　　768110698

767-201-981　190円 6.5重箱パーツ 1/6タイプ 黒（9.4×6.2×H4.2） 　　768120198

767-202-981　190円 6.5重箱パーツ 1/6タイプ 朱（9.4×6.2×H4.2） 　　768120298

767-203-981　190円 6.5重箱パーツ 1/6タイプ 透明（9.4×6.2×H4.2） 　　768120398

767-204-981　200円 6.5重箱パーツ 1/6ハーフタイプ 黒（9.4×6.2×H4.2） 　　768120498

767-205-981　200円 6.5重箱パーツ 1/6ハーフタイプ 朱（9.4×6.2×H4.2） 　　768120598

767-206-981　200円 6.5重箱パーツ 1/6ハーフタイプ 透明（9.4×6.2×H4.2） 　　768120698

767-301-981　180円
6.5重箱パーツ 1/9タイプ 黒（6.2×6.2×H4.2） 　　768130198

767-302-981　180円
6.5重箱パーツ 1/9タイプ 朱（6.2×6.2×H4.2） 　　768130298

767-303-981　180円
6.5重箱パーツ 1/9タイプ 透明（6.2×6.2×H4.2） 　　768130398

767-304-981　190円
6.5重箱パーツ 1/9ハーフタイプ 黒（6.2×6.2×H4.2） 　　768130498

767-305-981　190円
6.5重箱パーツ 1/9ハーフタイプ 朱（6.2×6.2×H4.2） 　　768130598

767-306-981　190円
6.5重箱パーツ 1/9ハーフタイプ 透明（6.2×6.2×H4.2） 　　768130698

767-307-981　190円
6.5重箱パーツ 1/9丸タイプ 黒（φ6.3×H4.2） 　　768130798

767-308-981　190円
6.5重箱パーツ 1/9丸タイプ 朱（φ6.3×H4.2） 　　768130898

767-309-981　190円
6.5重箱パーツ 1/9丸タイプ 透明（φ6.3×H4.2） 　　768130998

お料理に合わせて中子は自由に組み合わせてお使いいただけます。



768 ガラス（中国製）
Glass （Made in China）

和陶
オープン

洋陶
オープン

バイキング

オーブン
食器

スフレ
洋小物

碗皿

マグ
スープカップ

中華
オープン

中華単品

有田焼
オープン

萬古焼
オープン

土鍋

耐熱

漆器

ガラス

スリ鉢

薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

中国製

768-101-631　1,500円
オーシャン35cm長角プレート

（34.8×15×1.8）（内寸27×7.3） 　　976410263

中国製

中国製

768-201-631　2,200円
オーシャン26.5cm角丸プレート

（26.5×26.5×4）（内径15.3×1.8） 　　976430563

中国製

中国製

768-301-631　800円
オーシャン13.5cm角プレート

（13.8×13.8×3.5） 　　976430363

中国製

中国製

768-401-631　 700円
オーシャン14cm正角リムプレート（14×14×1.5）（内寸8.6×8.6） 　　976440163

768-402-631　1,000円
オーシャン20cm正角リムプレート（19.8×19.8×1.6）（内寸12.3×12.3） 　　976440263

中国製

高さ
cm

φ

高さ
cm

長辺 cm
短辺 cmガラス φ

高さ
cm

φ

高さ cm
容量 cc

768-102-631　3,300円
オーシャン28.5cmスクエアプレート（丸）

（28.5×28.5×2）（内寸23.5×1.5） 　　769830163

768-202-631　3,000円
オーシャン31cm角丸プレート

（30.8×30.8×4）（内径17.3×1.4） 　　976430463

768-302-631　1,700円
オーシャン22.5cm角プレート

（22.3×22.3×4.8） 　　976430263

768-303-631　2,500円
オーシャン28cm角プレート

（27.8×27.8×5.5） 　　976420163

768-403-631　1,800円
オーシャン25cm正角リムプレート

（25.3×25.3×1.7）（内寸16×16） 　　976440363

768-404-631　2,700円
オーシャン31.5cm正角リムプレート

（31.4×31.4×1.7）（内寸20.6×20.6） 　　976440463

中国製

中国製 中国製

高さ cm
容量 cc

マグ/スープカップ φフリーカップ/ビールジョッキ
φ

高さ cm
容量 cc



769ガラス
Glass 
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薬土瓶
かめ

茶道具

インテリア
小物

花瓶

仏神具

傘立

日本製

中国製

769-101-631　1,400円
オーシャン41cm楕円長皿

（41.2×10.2×1.5） 　　769820163

中国製

イタリア製

769-201-241　1,060円
サッカーマグ

（7.9×11.4・650cc） 　　1176920124

イタリア製

フランス製

769-301-241　1,020円
マンハッタン305cc

（7×13.7） 　　1176930124

フランス製

769-401-241　1,060円
コージーマグ

（8.6×10.5・350cc） 　　1176940124

769-102-631　1,800円
オーシャン43cmUトレー

（43×10.5×3.5） 　　769820263

769-103-631　1,300円
オーシャン38cmUトレー

（38×10×3） 　　769820363

769-104-631　1,100円
オーシャン30cmUトレー

（30×7.5×2.5） 　　769820463

769-402-241　760円
ルクソーマグ

（7.5×9.4・250cc） 　　1176940224

769-403-561　320円
ストレート10グラス（513）

（6.5×12.4・295cc） 　　1176940356

769-302-241　940円
マンハッタン310cc

（8.4×8.5） 　　1176930224

769-303-241　690円
マンハッタン220cc

（7.3×8.5） 　　1176930324

769-202-241　1,060円
ベースボールマグ

（7.9×11.4・650cc） 　　1176920224

769-203-241　1,060円
バスケットボールマグ

（7.9×11.4・650cc） 　　1176920324

中国製
中国製

イタリア製

フランス製 フランス製

フランス製
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