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卓上備品カスター・卓上小物・ウォーターピッチャー
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1-779-16
8-1111-16 No.386 ソース（大）200㏄  

¥2,950（7.4×7×11.5）梱30

1-779-17
8-1111-17 No.376 ショーユ（大）200㏄  

¥2,950（7.4×7×11.5）梱30

1-779-18
8-1111-18 No.366 ソース（小）120㏄  

¥2,150（5.9×5.5×10.4）梱30

1-779-19
8-1111-19 No.368-C ショーユ120㏄  

¥2,150（5.9×5.5×10.4）梱30

1-779-20
8-1111-20 No.316 ショーユ（小）100㏄  

¥2,100（6×5.3×9.2）梱30

1-779-21
8-1111-21 No.368 ソース（150㏄）  

¥2,100（6.3×13.5）梱30

1-779-22
8-1111-22 No.318 ショーユ（140㏄）  

¥1,800（6.9×11.2）梱30

1-779-23
8-1111-23 No.456 ラー油  

¥2,550（6.7×6.1×8.4）梱30

1-779-24
8-1111-24 No.336 胡椒  

¥1,400（4×6.8）梱30

1-779-25
8-1111-25 No.306 辛子  

¥1,450（4.6×4.2）梱30

1-779-26
8-1111-26 No.326 塩  

¥1,400（4×6.8）梱30

1-779-27
8-1111-27 No.396 楊枝  

¥1,150（4×5.6）梱30

Ri・ピート カスター シリーズ

フタが
落ちない！

陶磁器初のネジキャップ
〈特許・意匠申請中〉

磁器製ネジ式キャップ

はじめての使いやすさ

清 潔
らくらく上から
詰め替え便利

その2

選べる穴サイズ
○大−唐がらし・楊枝
○小−塩･こしょう

その3
H-17-918-1111-1

陶リピート汁次 白 
¥1,400

（6.5×8.5×9.1）

H-17-928-1111-2
陶リピート汁次 黒 
¥1,400

（6.5×8.5×9.1）

H-17-938-1111-3
陶リピート汁次 ぶどう 
¥1,750

（6.5×8.5×9.1）

H-17-948-1111-4
陶リピート薬味入れ 
白（大） 
¥1,200

（4.5φ×7.9 穴サイズ0.4）

H-17-958-1111-5
陶リピート薬味入れ 
黒（大） 
¥1,200

（4.5φ×7.9 穴サイズ0.4）

H-17-968-1111-6
陶リピート薬味入れ 
ぶどう（大） 
¥1,500

（4.5φ×7.9 穴サイズ0.4）

H-17-978-1111-7
陶リピート薬味入れ 
白（小） 
¥1,200

（4.5φ×7.9 穴サイズ0.25）

H-17-988-1111-8
陶リピート薬味入れ 
黒（小） 
¥1,200

（4.5φ×7.9 穴サイズ0.25）

H-17-998-1111-9
陶リピート薬味入れ 
ぶどう（小） 
¥1,500

（4.5φ×7.9 穴サイズ0.25）

くり返し使えて
環境にやさしい

その1

●⑯ ●⑰ ●㉑

●㉓ ●㉔

●㉕

●㉖ ●㉗

●⑱ ●⑲ ●⑳ ●㉒

限定品  海外生産の為、在庫を確認の上ご注文ください。 直送  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。　＊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。

1-777-58-1111-39
M 小判楊子入れ グリーン乾漆  
¥900（9.5×6.5×2.4）梱200

1-777-68-1111-40
M 小判楊子入れ 茶乾漆  
¥900（9.5×6.5×2.4）梱200

1-514-178-1111-41
M 小判楊子入れ ツタ  
¥1,000（9.5×6.5×2.4）梱200

1-777-108-1111-42
木 楊子入れ 黒/朱  
¥2,400（10×7.4×3）梱100

K-105-16-78-1111-43
M WK-11 ようじ立て（黒）  
¥300（5.8φ×4.2）梱200

1-514-148-1111-34
A 八角妻楊子入れ 黒天朱  
¥500（4×4×5.6）梱200

1-514-158-1111-35
A 八角妻楊子入れ ワインパール天朱  
¥520（4×4×5.6）梱200

1-514-188-1111-36
M 竹型楊子入れ グリーン  
¥1,000（9.3×5.3×3.1）梱200

1-514-198-1111-37
木 家型楊子入れ  
¥1,150（9.4×6.9×6）梱200

1-514-208-1111-38
木 小判楊子入れ スリ漆  
¥1,500（8.7×5.8×2.9）梱200

H-1-418-1111-44
陶 陶器カスター 赤梅3点セット
¥1,930（しょう油差し6×9.5×8 カラシ入れ5.2×5.2×5 妻楊子入れ4×4×5）

1-105-28-1111-45
A 7寸カスター盆 黒天朱
¥950（21.3×13.1×4）梱80

H-1-428-1111-46
陶 陶器カスター 赤絵3点セット
¥1,930（しょう油差し6×9.5×8 カラシ入れ5.2×5.2×5 妻楊子入れ4×4×5）

8-1111-44,46は3点セットでお買い求め下さい。

1-778-12
8-1111-47 木 桶型薬味入 茶

¥1,550（4.5φ×9）梱100

1-778-13
8-1111-48 木 桶型薬味入 黄 

¥1,550（4.5φ×9）梱100

1-778-14
8-1111-49 木 筒型薬味入

¥2,300（4φ×12.2）梱100

H-1-438-1111-15
陶 しょう油差し 
猫絵   
¥800

（9.4×8×8.2）

H-9-55
8-1111-11 陶 しょう油入れ 瀬戸黒 直送

¥1,550 （6.5φ×7.9）

H-9-54
8-1111-10 陶 ソース入れ 瀬戸黒 直送

¥1,700 （6.5φ×9.8）

H-9-56
8-1111-12 陶 塩入れ 瀬戸黒 直送

¥1,250 （5.1φ×8）

H-9-57
8-1111-13 陶 カラシ入れ（小さじ付） 瀬戸黒 直送

¥1,550 （6.2φ×5.4）

H-9-58
8-1111-14 陶 楊子入れ 瀬戸黒 直送

     ¥750 （4.8φ×4.4）

1-560-98-1111-28
AC タル型七味入れ
朱に帯黒  
¥595

（5.8φ×7）梱200

S-8-808-1111-29
AC タル型七味入れ 
溜  
¥680

（5.8φ×7）梱200

1-560-108-1111-30
A なす型薬味入れ 
すりうるし  
¥1,200

（5φ×10）梱200

1-804-48-1111-31
AC Y-110W 
ウォーターピッチャー
¥2,400

（8.4φ×18）梱20

H-3-528-1111-32
ACウォーターピッチャー 
黒渕金（底塗）  
¥2,500

（8.4φ×18）梱20

H-3-88-1111-33
ACウォーターピッチャー 
マロン渕金（底塗）  
¥2,500

（8.4φ×18）梱20

1-778-98-1112-12
木 No.71 ナフキン立て  
¥1,750（11×5×11）梱100

1-784-108-1112-13
木 丸ナフキン立て 茶  
¥2,800（7φ×10）梱100

1-785-198-1112-21
籐 長角かごカスター

（大）¥1,800（27×10×5）

1-560-218-1112-17
A メニュー立て  
¥625（8×15.7）梱200

H-1-478-1112-14
AC 伝票立て （底板付） 
¥500（4.7φ×7）梱300

H-9-748-1112-15
AC 伝票立て ブルー（底板付）  
¥560（4.7φ×7）梱300

H-4-978-1112-19
A おしぼり&伝票立て 茶パール  
¥600（6.6×6.6×7.2）梱200

H-4-988-1112-20
A おしぼり&伝票立て グリーンパール  
¥600（6.6×6.6×7.2）梱200

1-784-98-1112-18
木 伝票立て 茶 
¥1,800（5.2φ×8）

1-781-108-1112-28
木（小）ねずこカスター盆 
¥3,900（18×14.3×18）梱20

1-781-118-1112-29
木（中）ねずこカスター盆 
¥4,500（23.2×16×18）梱20

1-781-128-1112-30
木（大）ねずこ
カスター盆  
¥5,300

（30.2×13.4×18.2）梱20

1-781-148-1112-31
A カスターボックス 黒天朱  
¥4,350（33.3×15.2×16）梱10

H-42-288-1112-16
AC 伝票立て 白木（底板付）  
¥700（4.7φ×7）梱300

  木 カスター盆 手付黒焼杉 

 1-784-17 Ⓐ（小）  ¥5,600
（22.5×12×18）

 1-784-11 Ⓑ（大）  ¥6,500
（27.4×14×18）

8-1112-22

  木 カスター盆 黒焼杉
 1-784-20 Ⓖ（小）  ¥3,200

（21.1×12×2.6）

 1-784-14 Ⓗ（大）  ¥3,700
（26.1×14×2.6）

8-1112-25   木 カスター盆 ブラウン
 1-784-21 Ⓘ（小）  ¥3,200

（21.1×12×2.6）

 1-784-15 Ⓙ（大）  ¥3,700
（26.1×14×2.6）

8-1112-26   木 カスター盆 白木 

 1-784-22 Ⓚ（小）  ¥3,200
（21.1×12×2.6）

 1-784-16 Ⓛ（大）  ¥3,700
（26.1×14×2.6）

8-1112-27

  木カスター盆 手付ブラウン 

 1-784-18 Ⓒ（小）  ¥5,600
（22.5×12×18）

 1-784-12 Ⓓ（大）  ¥6,500
（27.4×14×18）

8-1112-23   木 カスター盆 手付白木 

 1-784-19 Ⓔ（小）  ¥5,600
（22.5×12×18）

 1-784-13 Ⓕ（大）  ¥6,500
（27.4×14×18）

8-1112-24

●Ⓐ ●Ⓑ

●Ⓖ ●Ⓗ

●Ⓒ ●Ⓓ

●Ⓘ ●Ⓙ

●Ⓔ ●Ⓕ

●Ⓚ ●Ⓛ

限定品  海外生産の為、在庫を確認の上ご注文ください。＊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。

1-784-68-1112-10
木 角ナフキン立て 白木  
¥2,400（11×7.5×12）

H-7-208-1112-6
A ナフキン立て ブラウン
¥1,100（12.5×5.8×9.6）梱100

H-7-218-1112-7
A ナフキン立て ホワイト
¥1,150（12.5×5.8×9.6）梱100

H-7-228-1112-8
A ナフキン立て グリーン
¥1,200（12.5×5.8×9.6）梱100

H-7-238-1112-9
A ナフキン立て ピンク
¥1,200（12.5×5.8×9.6）梱100

1-791-48-1112-1
A メニュースタンド兼
妻楊子入 レザー塗  
¥2,100（14.5×8.5×14.3）

1-791-58-1112-2
A メニュースタンド兼
妻楊子入 和紙塗ピンク  
¥1,900（14.5×8.5×14.3）

1-791-68-1112-3
A メニュースタンド兼
妻楊子入 ワインパール  
¥1,900（14.5×8.5×14.3）

H-20-588-1112-5
木 メニューナフキン立て  
ブラウン
¥4,100（13×9.5×11.5）

H-20-598-1112-4
木 メニュー立て 
焼杉  
¥2,400（11×7.5×12）

1-778-158-1112-11
木 ねずこナフキン立て  
¥1,500（14×7×12.2）梱100

限定品

限定品

限定品

限定品限定品

限定品

限定品

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