
46清風長手木目盆

お

盆

耐熱一休布目盆

1-59-1
1-59-2
1-59-3
1-59-4
1-59-5

8-46-1 清風長手木目盆黒天朱
尺1寸 ¥930（34×24.5×1.5） 梱50

尺2寸 ¥1,080（36×26×1.5） 梱40

尺3寸 ¥1,200（39.3×28.4×1.5）梱40
尺4寸 ¥1,680（42.4×30.4×1.5）梱30
尺5寸 ¥1,850（45.7×32.8×1.5）梱30

A

1-59-6
1-59-7
1-59-8
1-59-9
1-59-10

8-46-2 清風長手木目盆黒天朱

尺1寸 ¥1,230（34×24.5×1.5） 梱50

尺2寸 ¥1,380（36×26×1.5） 梱40

尺3寸 ¥1,580（39.3×28.4×1.5）梱40
尺4寸 ¥2,230（42.4×30.4×1.5）梱30
尺5寸 ¥2,530（45.7×32.8×1.5）梱30

ノンスリップ加工

A

8-46-3
清風長手木目盆溜
1-59-11 尺1寸 ¥1,080

（34×24.5×1.5） 梱50

1-59-12 尺2寸 ¥1,280
（36×26×1.5） 梱40

1-59-13 尺3寸 ¥1,430
（39.3×28.4×1.5）梱40

1-59-14 尺4寸 ¥1,920
（42.4×30.4×1.5）梱30

1-59-15 尺5寸 ¥2,280
（45.7×32.8×1.5）梱30

A

8-46-4
耐熱一休布目盆黒

1-59-16 尺1寸 ¥1,900
（33×24×2） 梱50

1-59-17 尺2寸 ¥2,350
（35.7×25.6×1.8）梱40

1-59-18 新尺2寸 ¥2,650
（37×29×1.8） 梱40

1-59-19 尺3寸 ¥2,750
（39.2×28.2×1.8）梱40

1-59-20 尺4寸 ¥3,250
（42.5×30.3×1.8）梱40

1-59-21 尺5寸 ¥3,850
（45.4×31.6×2） 梱30

1-59-22 尺6寸 ¥4,550
（48.2×33×2） 梱20

ノンスリップ加工

TA

1-59-23
1-59-24
1-59-25
1-59-26
1-59-27
1-59-28
1-59-29

8-46-5 耐熱一休布目盆グリーンカスリ

尺1寸 ¥2,550（33×24×2） 梱50

尺2寸 ¥3,050（35.7×25.6×1.8）梱40
新尺2寸 ¥3,350（37×29×1.8） 梱40

尺3寸 ¥3,600（39.2×28.2×1.8）梱40
尺4寸 ¥4,200（42.5×30.3×1.8）梱40
尺5寸 ¥4,750（45.4×31.6×2） 梱30

尺6寸 ¥5,400（48.2×33×2） 梱20

ノンスリップ加工

TA

1-59-30
1-59-31
1-59-32
1-59-33
1-59-34
1-59-35
1-59-36

8-46-6 耐熱一休布目盆朱カスリ

尺1寸 ¥2,550（33×24×2） 梱50

尺2寸 ¥3,050（35.7×25.6×1.8）梱40
新尺2寸 ¥3,350（37×29×1.8） 梱40

尺3寸 ¥3,600（39.2×28.2×1.8）梱40
尺4寸 ¥4,200（42.5×30.3×1.8）梱40
尺5寸 ¥4,750（45.4×31.6×2） 梱30

尺6寸 ¥5,400（48.2×33×2） 梱20

ノンスリップ加工

TA

TA 
洗浄機OK

45 一休木目盆

お

盆

8-45-2
一休木目盆黒天朱

1-58-1 尺1寸 ¥1,040
（33×24×2） 梱50

1-58-2 尺2寸 ¥1,240
（35.7×25.6×1.8）梱40

1-58-3 新尺2寸 ¥1,440
（37×29×1.8） 梱40

1-58-4 尺3寸 ¥1,440
（39.2×28.2×1.8）梱40

1-58-5 尺4寸 ¥1,790
（42.5×30.3×1.8）梱40

1-58-6 尺5寸 ¥2,240
（45.4×31.6×2） 梱30

1-58-7 尺6寸 ¥2,940
（48.2×33×2） 梱20

A

8-45-3
一休木目盆黒天朱

1-58-80 尺1寸 ¥1,350
（33×24×2） 梱50

1-58-90 尺2寸 ¥1,600
（35.7×25.6×1.8）梱40

1-58-10 新尺2寸 ¥1,750
（37×29×1.8） 梱40

1-58-11 尺3寸 ¥1,850
（39.2×28.2×1.8）梱40

1-58-12 尺4寸 ¥2,200
（42.5×30.3×1.8）梱40

1-58-13 尺5寸 ¥2,650
（45.4×31.6×2） 梱30

1-58-14 尺6寸 ¥3,550
（48.2×33×2） 梱20

ノンスリップ加工
A

8-45-4
耐熱一休木目盆黒天朱

1-58-15 尺1寸 ¥1,650
（33×24×2） 梱50

1-58-16 尺2寸 ¥2,000
（35.7×25.6×1.8）梱40

1-58-17 新尺2寸 ¥2,250
（37×29×1.8） 梱40

1-58-18 尺3寸 ¥2,400
（39.2×28.2×1.8）梱40

1-58-19 尺4寸 ¥2,800
（42.5×30.3×1.8）梱40

1-58-20 尺5寸 ¥3,600
（45.4×31.6×2） 梱30

1-58-21 尺6寸 ¥4,300
（48.2×33×2） 梱20

TA

8-45-5
耐熱一休木目盆黒天朱

1-58-22 尺1寸 ¥1,950
（33×24×2） 梱50

1-58-23 尺2寸 ¥2,400
（35.7×25.6×1.8）梱40

1-58-24 新尺2寸 ¥2,700
（37×29×1.8） 梱40

1-58-25 尺3寸 ¥2,800
（39.2×28.2×1.8）梱40

1-58-26 尺4寸 ¥3,350
（42.5×30.3×1.8）梱40

1-58-27 尺5寸 ¥4,000
（45.4×31.6×2） 梱30

1-58-28 尺6寸 ¥5,000
（48.2×33×2） 梱20

ノンスリップ加工
TA

1-58-29
1-58-30
1-58-31
1-58-32
1-58-33
1-58-34
1-58-35

8-45-6 一休木目盆溜
尺1寸 ¥1,350（33×24×2） 梱50

尺2寸 ¥1,600（35.7×25.6×1.8）梱40
新尺2寸 ¥1,800（37×29×1.8） 梱40

尺3寸 ¥1,900（39.2×28.2×1.8）梱40
尺4寸 ¥2,200（42.5×30.3×1.8）梱40
尺5寸 ¥2,600（45.4×31.6×2） 梱30

尺6寸 ¥3,300（48.2×33×2） 梱20

A

1-58-36
1-58-37
1-58-38
1-58-39
1-58-40
1-58-41
1-58-42

8-45-7 一休木目盆栃
尺1寸 ¥1,550（33×24×2） 梱50

尺2寸 ¥1,800（35.7×25.6×1.8）梱40
新尺2寸 ¥2,100（37×29×1.8） 梱40

尺3寸 ¥2,200（39.2×28.2×1.8）梱40
尺4寸 ¥2,600（42.5×30.3×1.8）梱40
尺5寸 ¥3,000（45.4×31.6×2） 梱30

尺6寸 ¥3,750（48.2×33×2） 梱20

A

B-12-44
B-12-45
B-12-46
B-12-47
B-12-48
B-12-49
B-12-50

8-45-1 一休木目盆新溜
尺1寸 ¥1,400（33×24×2） 梱50

尺2寸 ¥1,650（35.7×25.6×1.8）梱40
新尺2寸 ¥1,800（37×29×1.8） 梱40

尺3寸 ¥1,900（39.2×28.2×1.8）梱40
尺4寸 ¥2,300（42.5×30.3×1.8）梱40
尺5寸 ¥2,750（45.4×31.6×2） 梱30

尺6寸 ¥3,600（48.2×33×2） 梱20

ノンスリップ加工A

TA 
洗浄機OK
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