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しょう油入れ・カスターのり入れ・酒袴・ビール袴

1-767-18-1109-1
A のり皿 黒天朱  
¥850（17.8×8×2.2）梱100

1-767-28-1109-2
A のり皿 朱天黒  
¥850（17.8×8×2.2）梱100

1-578-28-1109-3
A のり入れ 梨地  
¥1,000（13.8×8.6×4.4）梱100

1-767-48-1109-4
M 平型のり皿（タレ付） 梨地  
¥830（18.2×8.9×1.8）梱100

1-767-108-1109-5
A 舟型のり入れ 溜亀甲  
¥1,450（14.5×7×3.8）梱100

1-767-68-1109-6
A 舟型のり入れ 根来  
¥1,150（14.5×7×3.8）梱100

1-767-78-1109-7
A 舟型のり入れ 菊詰  
¥1,200（14.5×7×3.8）梱100

1-767-88-1109-8
A 舟型のり入れ 
モスグリーン笹  
¥1,250（14.5×7×3.8）梱100

1-767-98-1109-9
A 舟型のり入れ 梨地  
¥1,050（14.5×7×3.8）梱100

1-767-118-1109-10
A 舟型のり入れ 
マルーン天朱  
¥1,050（14.5×7×3.8）梱100

1-767-128-1109-11
M 加伏のり入れ 溜内朱  
¥1,450

（13.9×6.7×2.8）梱100

1-767-138-1109-12
A 徳川のり入れ 梨地  
¥1,150（16×7.5×2.8）梱100

1-767-148-1109-13
A 徳川のり入れ 溜  
¥1,300（16×7.5×2.8）梱100

1-767-158-1109-14
A 徳川のり入れ 黒扇面  
¥1,350（16×7.5×2.8）梱100

1-767-178-1109-15
M 小判型のり入れ 溜内朱  
¥1,400（15.2×8.4×2.5）梱100

1-767-188-1109-16
M くつわ型のり入れ 溜内朱笹  
¥1,650（13.6×7.2×3.5）梱100

1-767-198-1109-17
木のり入れ 黒/朱  
¥2,280（13.2×7.3×3.1）梱100

1-767-208-1109-18
M 玉子立て 梨地  
¥1,200（11.3φ×5.3）梱100

1-768-18-1109-19
A 切立酒袴 ライン  
¥700（7.6φ×4）梱200

1-768-28-1109-20
A 切立ビール袴 ライン  
¥800（8.8φ×4.3）梱 200

1-768-38-1109-21
A 切立酒袴 溜金ライン  
¥800（7.6φ×4）梱 200

1-768-48-1109-22
A 切立ビール袴 溜金ライン  
¥850（8.8φ×4.3）梱 200

1-768-58-1109-23
A 切立酒袴 金色紙  
¥800（7.6φ×4）梱 200

1-768-68-1109-24
A 切立ビール袴 金色紙  
¥850（8.8φ×4.3）梱 200

1-768-78-1109-25
M 竹型酒袴 グリーン  
¥595（7.7φ×4.1）梱 200

1-768-88-1109-26
A 竹型ビール袴 グリーン  
¥775（9.1φ×4.8）梱 200

1-768-98-1109-27
M 竹型酒袴 黒帯朱  
¥700（7.7φ×4.1）梱200

1-768-108-1109-28
A 竹型ビール袴 黒帯朱  
¥800（9.1φ×4.8）梱 200

1-768-118-1109-29
M タイコ酒袴 朱  
¥730（7.5φ×3）梱 200

1-768-128-1109-30
M タイコビール袴 朱  
¥950（8.5φ×3.6）梱 200

1-768-138-1109-31
M まゆ型酒袴 黒刷毛目  
¥700（7.3φ×3.4）梱200

1-768-148-1109-32
M まゆ型ビール袴 黒刷毛目  
¥950（9.6φ×5.3）梱200

H-49-868-1109-33
M まゆ型酒袴 溜
¥750（7.3φ×3.4）梱200

H-49-898-1109-34
M まゆ型ビール袴 溜
¥950（9.6φ×5.3）梱200

1-768-178-1109-35
M 桶型酒袴 朱帯黒  
¥750（7.9φ×3.5）梱200

O-3-888-1109-36
A ロクロ目ビール袴 黒内朱  
¥400（9φ×2.7）梱200

O-3-878-1109-37
A ロクロ目ビール袴 朱内黒  
¥400（9φ×2.7）梱200

O-3-898-1109-38
A ロクロ目ビール袴 溜  
¥450（9φ×2.7）梱200

1-769-18-1109-39
A 酒･ビール兼用袴 黒刷毛目  
¥800（9.4φ×4.9） 梱200

1-769-38-1109-40
M 布袋型酒袴 梨地  
¥600（7.8φ×3）梱200

1-769-48-1109-41
M 布袋型ビール袴 梨地  
¥700（9.5φ×3.5）梱200

1-769-58-1109-42
木タイコ酒袴  
¥650

（9.2φ×4.5）梱200

1-769-78-1109-43
木タイコ酒袴 柄入り  
¥700

（9.2φ×4.5）梱200

1-769-98-1109-45
木切立筋入酒袴  
¥850

（7.8φ×4.6）梱200

1-769-88-1109-44
木タイコビール袴 柄入り  
¥800

（10.5φ×5）梱200

1-769-108-1109-46
木切立筋入ビール袴  
¥950

（9.2φ×4.8）梱200

1-769-13
8-1109-47

A 酒袴 ケヤキ  
¥800

（8.3φ×3.5）
梱200

1-769-15
8-1109-48

木杵型
ビール袴  
¥700

（9.6φ×4）
梱200

ウッディー

1-774-38-1110-8
AC Y-2W ソース差し 
ウッディー  
¥1,100

（7φ×10.5×12.3）梱80

1-774-48-1110-9
AC Y-1W しょう油差し 
ウッディー  
¥1,000

（7φ×10.5×10.7）梱100

1-774-58-1110-10
AC Y-5W 胡椒入れ（5ツ穴） 
ウッディー  
¥600

（4.5φ×7）梱150

1-774-68-1110-11
AC Y-4W 塩入れ（3ツ穴） 
ウッディー  
¥600

（4.5φ×7）梱150

1-774-78-1110-12
AC Y-3W 楊子入れ（1ツ穴） 
ウッディー  
¥600

（4.5φ×8）梱150

ブラウン

1-774-88-1110-13
AC ソース入れ 
ブラウン  
¥830

（6.4φ×13.5）梱100

1-774-98-1110-14
AC しょう油入れ 
ブラウン  
¥800

（6.4φ×11）梱100

1-774-108-1110-15
AC ヨージ入れ（1ツ穴） 
ブラウン  
¥460

（4.4φ×7.3）梱150

1-774-118-1110-16
AC 塩入れ（3ツ穴） 
ブラウン  
¥460

（4.4φ×7.3）梱150

1-774-128-1110-17
AC 胡椒入れ（6ツ穴） 
ブラウン  
¥460

（4.4φ×7.3）梱150

1-774-138-1110-18
AC カラシ入れ

（ミニスプーン付） ブラウン  
¥570

（6.1φ×4.8）梱150

＊この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

H-35-868-1110-22
AS ピッチャー ディミュ   
¥1,750（7.3φ×15.6）梱40

H-35-878-1110-23
AS しょう油差し（大）
ディミュ   
¥1,150

（5.9φ×11.8）梱60

H-35-888-1110-24
AS しょう油差し（小）
ディミュ   
¥1,000

（5.9φ×10.2）梱60

H-35-898-1110-25
AS調味料入れ
ディミュ   
¥850

（4.8φ×8.5）梱60

H-35-908-1110-26
AS楊枝入れディミュ   
¥800（4.8φ×8.5）梱60

H-35-918-1110-27
AS はし立て ディミュ   
¥1,000（7.4φ×12）梱60

H-35-928-1110-28
AS テーブルトレイ ディミュ   
¥900（24.1×11.5×1.8）梱60

H-35-938-1110-29
AS シンプルフェイス カスター   
¥3,100（21.1×20.9×18.5）梱12

H-35-948-1110-30
AS シンプルフェイス 24   
¥3,850（24×23×18）梱12

H-35-958-1110-31
AS シンプルフェイス 27   
¥4,500（27×26×20.5）梱12

H-35-968-1110-32
AS シンプルフェイス 27深   
¥5,250（27.5×29×26）梱8

1-774-18-1110-1
AC ショーユ差し 黒
¥2,200（11.5×6.2×9）梱100

1-774-28-1110-2
AC ショーユ差し 朱
¥2,200（11.5×6.2×9）梱100

O-2-18-1110-3
AC（大）ショーユ差し 黒 
¥3,200（15×8.4×12）梱60

O-2-28-1110-4
AC（大）ショーユ差し 朱 
¥3,200（15×8.4×12）梱60

  AS 胡椒入れ
 1-775-13 赤 ¥670（5.3φ×7.7） 梱150

 1-775-14 白 ¥670（5.3φ×7.7） 梱150

 1-775-15 黒 ¥670（5.3φ×7.7） 梱150

8-1110-5   AS 塩入れ
 1-775-16 赤 ¥670（5.3φ×7.7） 梱150

 1-775-17 白 ¥670（5.3φ×7.7） 梱150

 1-775-18 黒 ¥670（5.3φ×7.7） 梱150

8-1110-6   AS 楊子入れ
 1-775-19 赤 ¥670（5.3φ×7.7） 梱150

 1-775-20 白 ¥670（5.3φ×7.7） 梱150

 1-775-21 黒 ¥670（5.3φ×7.7） 梱150

8-1110-7

  AS ラー油入れ（120㏄）
 1-775-22 赤 ¥950
  （6.2φ×12.5）梱100

 1-775-23 白 ¥950
  （6.2φ×12.5）梱100

 1-775-24 黒 ¥950
  （6.2φ×12.5）梱100

8-1110-19

  AS 中濃ソース差し（160㏄）
 1-775-4 赤 ¥1,100
  （6.2φ×14.5）梱100

 1-775-5 白 ¥1,100
  （6.2φ×14.5）梱100

 1-775-6 黒 ¥1,100
  （6.2φ×14.5）梱100

8-1110-20

  AS とんかつソース入れ（160㏄）
 1-775-1 赤 ¥1,200
  （6.2φ×15.7）梱80

 1-775-2 白 ¥1,200
  （6.2φ×15.7）梱80

 1-775-3 黒 ¥1,200
  （6.2φ×15.7）梱80

8-1110-21

限定品

限定品  海外生産の為、在庫を確認の上ご注文ください。

限定品

限定品

限定品

限定品

限定品
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