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汁次・アラ入

ステンレス鍋
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耐熱食器
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陶板・アルミ鍋・敷板・かまど・コンロ（中国製）
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55801-330　
釜めしセット焼杉台（大）
約1合（M10-219）  
11,000円  

（175×175×145㎜）

55802-330　
釜めしセット焼杉台（小）
約0.5合（M10-222）  
9,200円  

（150×150×115㎜）

55803-330　
お釜かまどセット（大）黒

（1合）（M10-230）  
12,500円  

（205×205×205㎜）

55804-330　
お釜かまどセット（小）黒

（0.5合）（M10-229）  
11,500円  

（180×180×175㎜） 55806-330　
樹脂製しゃもじ（M40-248）  
280円  

55805-330　
お釜黒丸こんろセット（中）

（0.7合）（M10-209）  
8,600円  （内寸115×55㎜）

55807-330　丸陶板（浅）16浅皿いぶし金  
6,000円  （168×70㎜･内寸150×17㎜）
55808-330　丸陶板（浅）18浅皿いぶし金  
6,700円  （195×70㎜･内寸170×17㎜）
55809-330　庵陶板（深）16深皿いぶし金  
6,200円  （170×70㎜･内寸145×22㎜）
55810-330　庵陶板（深）18深皿いぶし金  
6,900円  （195×75㎜･内寸170×22㎜）

55811-330　丸陶板（浅）16浅皿アカネ  
6,000円  （168×70㎜･内寸150×17㎜）
55812-330　丸陶板（浅）18浅皿アカネ  
6,700円  （195×70㎜･内寸170×17㎜）
55813-330　庵陶板（深）16深皿アカネ  
6,200円  （170×70㎜･内寸145×22㎜）
55814-330　庵陶板（深）18深皿アカネ  
6,900円  （195×75㎜･内寸170×22㎜）

55815-330　丸陶板（浅）16浅皿うぐいす  
6,000円  （168×70㎜･内寸150×17㎜）
55816-330　丸陶板（浅）18浅皿うぐいす  
6,700円  （195×70㎜･内寸170×17㎜）
55817-330　庵陶板（深）16深皿うぐいす  
6,200円  （170×70㎜･内寸145×22㎜）
55818-330　庵陶板（深）18深皿うぐいす  
6,900円  （195×75㎜･内寸170×22㎜）

55821-330　
新ふるさと鍋（黒）15

（M10-002）  
3,550円  

（150×60㎜）
※丸コンロ火入れ板は
　別売りです

55822-330　
新ふるさと鍋（黒）18

（M10-004）  
4,650円  

（180×65㎜）
※丸コンロ火入れ板は
　別売りです

55819-330　
さざ波角プレート1人用のみ

（M10-549）  
6,500円  

（220×150×25㎜）
※コンロ火入れは別売です

55820-330　
さざ波丸プレート1人用のみ

（M10-577）  
6,500円  

（180×30㎜）
※コンロ ・ 火入れ板は別売です

55823-330　
アルミミニココット12cm赤（M11-079）  
6,700円  （120×74㎜）

55824-330　
花梨コンロ（6本ツメ五徳）固形燃料専用  
3,150円  （160×78㎜）

（火入れは入りません）

55825-330　
新ふるさと鍋（黒）22（M10-259）  
12,000円  （220×105㎜）

55826-330　
新ふるさと鍋（黒）24（M10-260）  
17,600円  （240×115㎜）

55827-330　
新ふるさと鍋（黒）27（M10-261）  
20,400円  （270×125㎜）

55828-330　
新ふるさと鍋（黒）30（M10-262）  
25,000円  （300×135㎜）
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55901-330　
火入れ（小）プレス･アルミ

（M10-913）  
230円  

（55×25㎜）

55903-330　
民芸コンロきわみ

（M10-769）火入れ付  
7,000円  

（145×165×80㎜）

55905-330　
民芸こんろブラウン（大）

（M10-778）火入れ付  
7,600円  

（162×162×82㎜）

55906-330　
PP製民芸コンロB-1
黒（M11-504）火入れ付  
5,550円  

（159×159×78㎜）

55907-330　
PP製民芸コンロB-1茶

（M11-503）火入れ付  
5,550円  

（159×159×78㎜）

55908-330　
PP製民芸コンロA-3黒

（M44-627）火入れ付  
5,400円  

（161×161×89㎜）

55909-330　
PP製民芸コンロA-3茶

（M44-626）火入れ付  
5,400円  

（161×161×89㎜）

55910-330　
いろはコンロ白（小）セット

（M10-799）炭入れ小･縁脚付板  
12,700円  

（122×122×105㎜）
55911-330　
いろはコンロ白（大）セット

（M10-805）炭入れ大･縁脚付板  
21,500円  

（152×152×130㎜）

55912-330　
いろはコンロ白（小）セット

（M10-799）プレス火入れ･12角敷板付  
7,500円  

（122×122×105㎜）
55913-330　
いろはコンロ白（大）セット

（M10-805）プレス火入れ･15角敷板付  
12,500円  

（152×152×130㎜）

55914-330　
いろはコンロ黒（小）セット

（M10-804）炭入れ小･縁脚付板  
12,700円  

（122×122×105㎜）
55915-330　
いろはコンロ黒（大）セット

（M10-806）炭入れ大･縁脚付板  
21,500円  

（152×152×130㎜）

55916-330　
いろはコンロ黒（小）セット

（M10-804）プレス火入れ･12角敷板付  
7,500円  

（122×122×105㎜）
55917-330　
いろはコンロ黒（大）セット

（M10-806）プレス火入れ･15角敷板付  
12,500円  

（152×152×130㎜）

55918-330　
さざ波コンロ（黒）（M11-449）
PP製縁付15.5角敷板.火入れ付  
4,600円  （135×80㎜）

55919-330　
丸こんろ黒（大）（M10-782）
火入れ板付  
2,300円  （130×95㎜）

55920-330　
丸こんろ七宝茶（大）（M10-796）
火入れ･敷板付  
2,300円  （130×95㎜）

55921-330　
丸こんろ七宝黒（大）（M10-795）
火入れ･敷板付  
2,300円  （130×95㎜）

55922-330　
正角敷板（M40-407）  
250円  

（110×110㎜）

55923-330　
敷板スミ切（M40-409）  
1,250円  

（140×140㎜）

55924-330　
縁付13角敷板（M40-474）  
1,400円  

（130×130㎜）

55925-330　
縁付15角敷板（M40-413）  
1,700円  

（150×150㎜）

55926-330　
お釜用縁付18角（M40-414）  
2,100円  

（180×180㎜）

55927-330　
お釜用縁付19角（M40-537）  
2,100円  

（190×190㎜）

55928-330　
段付13正角敷板（M40-476）  
1,150円  

（130×130㎜）

55929-330　
段付15正角敷板（M40-477）  
1,400円  

（150×150㎜）

55930-330　
段付18正角敷板（M40-478）  
1,800円  

（180×180㎜）

55931-330　
隅切段付21角敷板（M40-479）  
2,700円  

（210×210㎜）

55932-330　
隅切段付24角敷板（M40-480）  
4,200円  

（240×240㎜）

55902-330　
火入れアルミ合金製

（M10-932）  
500円  

（55×35㎜）

55904-330　
民芸風コンロ焼杉（大）

（M10-777）火入れ付  
6,900円  

（162×162×85㎜）
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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

56001-330　
しぐれ鍋 小梅（M11-037）  
3,700円  （160×55㎜）

56002-330　
しぐれ鍋 小梅 蓋付（M11-038）  
7,050円  （160×105㎜）

56006-330　
しぐれ鍋 小菊用目皿（M11-042）  
1,500円  （132×1㎜）

56003-330　
しぐれ鍋 小梅用目皿（M11-041）  
1,500円  （132×1㎜）

56004-330　
しぐれ鍋 小菊（M11-039）  
4,300円  （160×58㎜）

56005-330　
しぐれ鍋 小菊 蓋付（M11-040）  
8,150円  （160×100㎜）

56007-330　
しぐれ鍋 小丸（M11-035）  
3,600円  （150×50㎜）

56008-330　
しぐれ鍋 小丸 蓋付（M11-036）  
6,700円  （150×110㎜）

56014-330　
アルミ受籠

（M11-300）  
1,300円  

（173㎜･内寸径149×35㎜）

56009-330　
亀甲鍋ステンレス製

（M10-292）  
4,300円  （210×50㎜）
56010-330　
民芸風コンロ焼杉（大）

（M10-777）火入れ付  
6,900円  （162×162×85㎜）

56011-330　
あられ鍋（大）ステンレス

（M10-174）  
3,600円  （190×47㎜）
56012-330　
民芸風コンロブラウン（大）

（M10-778）火入れ付  
7,600円  

56013-330　
あられ鍋（小）ステンレス

（M10-211）  
3,600円  （173×52㎜）

冷暖
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樹脂トレー・樹脂箸・ステンレス鍋
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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

56113-330　
手彫り風黒SPS箸

（M11-178）  
300円  （225㎜）

56114-330　
手彫り風茶SPS箸

（M11-179）  
300円  （225㎜）

56115-330　
エンボス四角黒SPS箸

（M11-172）  
280円  （225㎜）

56116-330　
エンボス四角茶SPS箸

（M11-173）  
280円  （225㎜）

56117-330　
六角先四角黒SPS箸

（M10-176）  
280円  （225㎜）

56118-330　
六角先四角茶SPS箸

（M10-177）  
280円  （225㎜）

56119-330　
ゆき鍋 （大）ステンレス（M11-053）  
18,350円  

（280×75㎜･内寸270×72㎜）

56120-330　
ゆき鍋 （中）ステンレス（M11-054）  
14,700円  

（250×63㎜･内寸240×60㎜）

56121-330　
ゆき鍋 （小）ステンレス（M11-055）  
10,000円  

（210×55㎜･内寸200×52㎜）

56122-330　
しぐれ鍋 ゆき （大）ステンレス（M11-068）  
18,350円  

（280×75㎜･内寸270×72㎜）

56123-330　
しぐれ鍋 ゆき （中）ステンレス（M11-069）  
14,700円  

（250×63㎜･内寸240×60㎜）

56124-330　
しぐれ鍋 ゆき （小）ステンレス（M11-070）  
10,000円  

（210×55㎜･内寸200×52㎜）

日本製ユニバーサルトレーノンスリップ

56101-330　小（M44-382）  3,500円 （250×330×14㎜）
56102-330　中（M44-383）  4,700円 （293×390×14㎜）
56103-330　大（M44-384）  5,000円 （315×420×14㎜）

ゼブラウッド

56107-330　小（M44-391）  3,500円 （250×330×14㎜）
56108-330　中（M44-392）  4,700円 （293×390×14㎜）
56109-330　大（M44-393）  5,000円 （315×420×14㎜）

濃木目

56104-330　小（M44-388）  3,500円 （250×330×14㎜）
56105-330　中（M44-389）  4,700円 （293×390×14㎜）
56106-330　大（M44-390）  5,000円 （315×420×14㎜）

薄木目

56110-330　小（M44-385）  3,500円 （250×330×14㎜）
56111-330　中（M44-386）  4,700円 （293×390×14㎜）
56112-330　大（M44-387）  5,000円 （315×420×14㎜）
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