
96丸盆

お

盆

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

1-87-1
8-96-6 尺0寸茶盆黒天朱

¥1,800（31.3φ×4）梱30
A

1-87-2
1-87-3
1-87-4
B-8-20

8-96-2 丸盆黒天朱
8寸 ¥1,250（23.8φ×1.8）梱60
8.5寸 ¥1,400（26.5φ×1.8）梱60
9寸 ¥1,500（27φ×1.7）梱60
尺0寸 ¥1,600（29.8φ×1.8）梱50

A

1-87-5
1-87-6
1-87-7
B-8-21

8-96-3 丸盆黒天朱
8寸 ¥1,350（23.8φ×1.8）梱60
8.5寸 ¥1,450（26.5φ×1.8）梱60
9寸 ¥1,650（27φ×1.7） 梱60

尺0寸 ¥1,750（29.8φ×1.8）梱50

ノンスリップ加工A

B-23-18
B-23-19
B-23-20
B-23-21

8-96-4 丸盆グリーンパール

8寸 ¥1,900（23.8φ×1.8）梱60
8.5寸 ¥2,150（26.5φ×1.8）梱60
9寸 ¥2,200（27φ×1.7）梱60
尺0寸 ¥2,350（29.8φ×1.8）梱50

ノンスリップ加工

A

1-87-11
8-96-5 9寸丸盆総春慶塗

¥1,900（27φ×1.8）梱60
A

B-12-51
8-96-1 9寸米寿盆朱天金

¥1,650（27φ×1.9）梱50
A

1-87-12
1-87-13
1-87-14
1-87-15
1-87-16

8-96-7 丸盆黒布目天朱
尺0寸 ¥1,750（30.2φ×1.8）梱50
尺1寸 ¥2,000（33φ×1.8） 梱40

尺2寸 ¥2,200（36.3φ×1.8）梱40
尺3寸 ¥2,750（39φ×2） 梱30

尺4寸 ¥3,450（42φ×2） 梱20

A

1-87-20
1-87-21
1-87-22

8-96-10 丸会席盆黒布目渕うるみ

9寸 ¥2,400（26.8φ×1.4）梱50
尺1寸 ¥3,100（32.8φ×1.4）梱40
尺3寸 ¥3,850（38.8φ×1.5）梱30

ノンスリップ加工

A

1-87-17
1-87-18
1-87-19

8-96-9 丸会席盆グリーン布目

9寸 ¥1,700（26.8φ×1.4）梱50
尺1寸 ¥2,300（32.8φ×1.4）梱40
尺3寸 ¥3,000（38.8φ×1.5）梱30

ノンスリップ加工

A

B-8-23
B-8-24
B-8-25

8-96-11 丸会席盆溜渕黒

9寸 ¥2,600（26.8φ×1.4）梱50
尺1寸 ¥3,300（32.8φ×1.4）梱40
尺3寸 ¥4,150（38.8φ×1.5）梱30

ノンスリップ加工S･S塗

A

B-16-29
1-87-24
1-87-25
1-87-26
1-87-27

8-96-8 三日月盆ブルーパール

8寸 ¥1,950（24φ×1.5） 梱60

尺0寸 ¥2,750（30.3φ×1.5）梱50
尺1寸 ¥3,150（33.2φ×1.5）梱40
尺2寸 ¥3,500（36.2φ×1.5）梱40
尺3寸 ¥3,950（39.2φ×1.7）梱30

キング塗

A

S・S塗 ソフトでキズに対して復元力があり、汚れが付着しにくいです。 丈夫で表面の艶も長く保ち、その上、ノンスリップ作用があります。 

1-86-1
1-86-2
1-86-3
1-86-4
1-86-5
1-86-6
1-86-7
1-86-8

8-95-1 丸盆黒刷毛目天朱
7.5寸 ¥1,300（22.4φ×1.9）梱80
8寸 ¥1,450（24φ×1.9） 梱60

9寸 ¥1,700（27φ×1.9） 梱60

尺0寸 ¥2,100（30φ×2） 梱40

尺1寸 ¥2,400（33φ×2.1） 梱40

尺2寸 ¥2,800（35.9φ×2.3）梱40
尺3寸 ¥3,150（39φ×2.3） 梱40

尺5寸 ¥4,050（45φ×2.4） 梱30

ノンスリップ加工A

1-86-90
1-86-10
1-86-11
1-86-12
1-86-13
1-86-14
1-86-15
1-86-16

8-95-3 丸盆ブルー
7.5寸 ¥1,350（22.4φ×1.9）梱80
8寸 ¥1,700（24φ×1.9） 梱60

9寸 ¥1,950（27φ×1.9） 梱60

尺0寸 ¥2,150（30φ×2） 梱40

尺1寸 ¥2,600（33φ×2.1） 梱40

尺2寸 ¥2,950（35.9φ×2.3）梱40
尺3寸 ¥3,350（39φ×2.3） 梱40

尺5寸 ¥4,400（45φ×2.4） 梱30

キング塗A

1-86-17
1-86-18
1-86-19
1-86-20
1-86-21
1-86-22
1-86-23
1-86-24

8-95-4 丸盆溜底黒塗
7.5寸 ¥2,250（22.4φ×1.9）梱80
8寸 ¥2,350（24φ×1.9） 梱60

9寸 ¥2,800（27φ×1.9） 梱60

尺0寸 ¥3,000（30φ×2） 梱40

尺1寸 ¥3,400（33φ×2.1） 梱40

尺2寸 ¥3,750（35.9φ×2.3）梱40
尺3寸 ¥4,150（39φ×2.3） 梱40

尺5寸 ¥5,250（45φ×2.4） 梱30

ノンスリップ加工S･S塗A

1-86-25
1-86-26
1-86-27
1-86-28
1-86-29

8-95-5 丸盆ブラウン布目
尺0寸 ¥1,600（30.2φ×1.8）梱50
尺1寸 ¥1,850（33φ×1.8） 梱40

尺2寸 ¥2,050（36.3φ×1.8）梱40
尺3寸 ¥2,550（39φ×2） 梱30

尺4寸 ¥3,250（42φ×2） 梱20

A
1-86-30
1-86-31
1-86-32
1-86-33
1-86-34

8-95-6 丸盆ブラウン布目
尺0寸 ¥1,700（30.2φ×1.8）梱50
尺1寸 ¥1,950（33φ×1.8） 梱40

尺2寸 ¥2,150（36.3φ×1.8）梱40
尺3寸 ¥2,700（39φ×2） 梱30

尺4寸 ¥3,400（42φ×2） 梱20

ノンスリップ加工A
1-86-35
1-86-36
1-86-37
1-86-38
1-86-39

8-95-7 丸盆グレー布目
尺0寸 ¥1,700（30.2φ×1.8）梱50
尺1寸 ¥1,950（33φ×1.8） 梱40

尺2寸 ¥2,150（36.3φ×1.8）梱40
尺3寸 ¥2,700（39φ×2） 梱30

尺4寸 ¥3,400（42φ×2） 梱20

ノンスリップ加工A

ソフトでキズに対して復元力があり、汚れが付着しにくいです。 
丈夫で表面の艶も長く保ち、その上、ノンスリップ作用があります。

S・S塗 
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B-13-6
B-13-7
B-13-8
B-13-9
B-13-10
B-13-11
B-13-12
B-13-13

8-95-2 丸盆栃刷毛目塗
7.5寸 ¥1,950（22.4φ×1.9）梱80
8寸 ¥2,150（24φ×1.9） 梱60

9寸 ¥2,350（27φ×1.9） 梱60

尺0寸 ¥2,800（30φ×2） 梱40

尺1寸 ¥3,200（33φ×2.1） 梱40

尺2寸 ¥3,650（35.9φ×2.3）梱40
尺3寸 ¥4,300（39φ×2.3） 梱40

尺5寸 ¥5,400（45φ×2.4） 梱30

ノンスリップ加工A

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

キング塗 

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




