
新小判盆漆調春慶塗（底面黒塗）
B-9-68 尺2寸 ¥3,750（36.5×27.8×2）梱50
B-9-61 尺3寸 ¥4,200（39.2×30×2） 梱40

B-9-69 尺4寸 ¥4,750（43×32.8×2） 梱40

A 新小判盆漆調溜（底面黒塗）
B-9-70 尺2寸 ¥3,750（36.5×27.8×2）梱50
B-9-62 尺3寸 ¥4,200（39.2×30×2） 梱40

B-9-71 尺4寸 ¥4,750（43×32.8×2） 梱40

A 新小判盆黒漆彩（底面黒塗）受注生産品
B-10-43 尺2寸 ¥8,800（36.5×27.8×2）梱50
B-10-44 尺3寸 ¥9,800（39.2×30×2） 梱40

B-10-45 尺4寸 ¥10,800（43×32.8×2） 梱40

A

新小判盆ピンク雲流天黒
B-10-37 尺2寸 ¥2,550（36.5×27.8×2）梱50
B-10-38 尺3寸 ¥2,950（39.2×30×2） 梱40

B-10-39 尺4寸 ¥3,550（43×32.8×2） 梱40

ハード塗A 新小判盆紫雲流天黒
B-10-40 尺2寸 ¥2,550（36.5×27.8×2）梱50
B-10-41 尺3寸 ¥2,950（39.2×30×2） 梱40

B-10-42 尺4寸 ¥3,550（43×32.8×2） 梱40

ハード塗A 新小判盆黄口朱（底面黒塗）
B-9-74 尺2寸 ¥2,850（36.5×27.8×2）梱50
B-9-66 尺3寸 ¥3,300（39.2×30×2） 梱40

B-9-75 尺4寸 ¥3,900（43×32.8×2） 梱40

A

新小判盆黒石目渕黒
B-10-31 尺2寸 ¥2,450（36.5×27.8×2）梱50
B-10-32 尺3寸 ¥2,750（39.2×30×2） 梱40

B-10-33 尺4寸 ¥3,150（43×32.8×2） 梱40

ノンスリップ加工A 新小判盆色紙金箔渕朱
B-10-34 尺2寸 ¥3,050（36.5×27.8×2）梱50
B-10-35 尺3寸 ¥3,500（39.2×30×2） 梱40

B-10-36 尺4寸 ¥3,950（43×32.8×2） 梱40
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新小判盆総黒塗
B-10-19 尺2寸 ¥1,550（36.5×27.8×2）梱50
B-10-20 尺3寸 ¥1,850（39.2×30×2） 梱40

B-10-21 尺4寸 ¥2,200（43×32.8×2） 梱40

A

新小判盆総黒塗
B-10-25 尺2寸 ¥2,000（36.5×27.8×2）梱50
B-10-26 尺3寸 ¥2,350（39.2×30×2） 梱40

B-10-27 尺4寸 ¥2,750（43×32.8×2） 梱40

ノンスリップ加工A

新小判盆総溜塗
B-9-78 尺2寸 ¥1,850（36.5×27.8×2）梱50
B-9-79 尺3寸 ¥2,200（39.2×30×2） 梱40

B-9-80 尺4寸 ¥2,600（43×32.8×2） 梱40

A

新小判盆総溜塗
B-10-60 尺2寸 ¥2,300（36.5×27.8×2）梱50
B-10-61 尺3寸 ¥2,700（39.2×30×2） 梱40

B-10-62 尺4寸 ¥3,200（43×32.8×2） 梱40

ノンスリップ加工A

新小判盆溜刷毛目
B-10-7 尺2寸 ¥1,800（36.5×27.8×2）梱50
B-10-8 尺3寸 ¥2,150（39.2×30×2） 梱40

B-10-9 尺4寸 ¥2,550（43×32.8×2） 梱40

A

新小判盆溜刷毛目
B-10-16 尺2寸 ¥2,100（36.5×27.8×2）梱50
B-10-17 尺3寸 ¥2,500（39.2×30×2） 梱40

B-10-18 尺4寸 ¥3,000（43×32.8×2） 梱40

ノンスリップ加工A

新小判盆黒刷毛目内渕朱
B-10-54 尺2寸 ¥1,950（36.5×27.8×2）梱50
B-10-55 尺3寸 ¥2,400（39.2×30×2） 梱40

B-10-56 尺4寸 ¥2,850（43×32.8×2） 梱40

A

新小判盆黒刷毛目内渕朱
B-10-57 尺2寸 ¥2,300（36.5×27.8×2）梱50
B-10-58 尺3寸 ¥2,750（39.2×30×2） 梱40

B-10-59 尺4寸 ¥3,200（43×32.8×2） 梱40

ノンスリップ加工A

新小判盆総朱塗
B-9-81 尺2寸 ¥1,550（36.5×27.8×2）梱50
B-9-82 尺3寸 ¥1,850（39.2×30×2） 梱40

B-9-83 尺4寸 ¥2,200（43×32.8×2） 梱40

A

新小判盆総朱塗
B-10-28 尺2寸 ¥1,950（36.5×27.8×2）梱50
B-10-29 尺3寸 ¥2,350（39.2×30×2） 梱40

B-10-30 尺4寸 ¥2,750（43×32.8×2） 梱40

ノンスリップ加工A

新小判盆黒刷毛目
B-9-72 尺2寸 ¥1,500（36.5×27.8×2）梱50
B-9-63 尺3寸 ¥1,800（39.2×30×2） 梱40

B-9-73 尺4寸 ¥2,150（43×32.8×2） 梱40

A

新小判盆黒刷毛目
B-10-10 尺2寸 ¥1,750（36.5×27.8×2）梱50
B-10-11 尺3寸 ¥2,100（39.2×30×2） 梱40

B-10-12 尺4寸 ¥2,500（43×32.8×2） 梱40

ノンスリップ加工A

新小判盆朱刷毛目
B-10-4 尺2寸 ¥1,500（36.5×27.8×2）梱50
B-10-5 尺3寸 ¥1,800（39.2×30×2） 梱40

B-10-6 尺4寸 ¥2,150（43×32.8×2） 梱40

A

新小判盆朱刷毛目
B-10-13 尺2寸 ¥1,750（36.5×27.8×2）梱50
B-10-14 尺3寸 ¥2,100（39.2×30×2） 梱40

B-10-15 尺4寸 ¥2,500（43×32.8×2） 梱40

ノンスリップ加工A
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