
信楽窯あかり〜風のゆらぎ 窯あかりとコンセントの間に
接続するだけで、自動的に
暗くなると点灯、明るくなる
と消灯させる事ができます。
またタイマー付きで消灯時
間の設定も可能です。

風・音に反応してゆらぐ光。
まるで本物の炎のような
自然のゆらめき。
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花　器 花　台

8-1139-1
木 衣裳盆 黒天朱 
¥10,000（60.3×39.3×8）梱10

1-812-5

8-1139-4
木 衣裳盆 茶乾漆吹雪 
¥16,000（60×42.1×8.9）梱10

1-812-8

8-1139-12
木 行灯 Y-9 白 直送

¥31,400（28φ×44）梱6

1-812-2 8-1139-13
木 行灯 Y-7 白 直送

¥24,550（28φ×44）梱6

1-812-3

8-1139-18 木 靴べら 黒檀
¥3,500（54.3×3.3）H-3-58

8-1139-19 A くつべら 銀パール
¥1,200（36×4.3×1.9）H-3-59

8-1139-9
陶 波のゆらぎ 直送
¥53,100（17.5φ×36）

H-19-48 8-1139-10
陶 街のゆらぎ 直送
¥53,100（17.5φ×36）

H-19-49

8-1139-11
光センサータイマー（防雨型）直送
¥3,900（17.5φ×36）

H-19-50

8-1139-15
木 行燈 No.68-9 根竹三脚
¥9,450（19.5φ×29）梱12

1-813-9 8-1139-16
木 行燈 No.79-5B 折畳式 黒 
¥8,700（18.5×18.5×45.5）梱18

1-813-18 8-1139-17
木 行燈 No.79-2N 折畳式 白 
¥9,600（18.5×18.5×45.5）梱6

1-813-198-1139-14
木 和風引出付スタンド（小） 中間スイッチ25W 
¥7,000（17×17×23）

H-3-61

8-1139-2
木 衣裳盆 溜 
¥10,000（60.3×39.3×8）梱10

1-812-6

8-1139-5
木 衣裳盆 グリーン乾漆吹雪 
¥16,000（60×42.1×8.9）梱10

1-812-9

8-1139-3
木 衣裳盆 茶乾漆 
¥14,700（60.3×39.3×8）梱10

1-812-7

8-1139-6
木 衣裳盆 （布張り） 黒天朱 
¥16,000（60.5×39.5×7.5）梱10

1-812-10 8-1139-7
木 ステンレスパイプ付　 
5本掛  茶乾漆
¥23,500（41.7×27.5×57.6）梱4

1-809-13 8-1139-8
木 ステンレスパイプ付　 
6本掛  ケアキ
¥25,000（39×34.5×60）梱4

1-809-14

8-1139-29 A（ミニ）古木花台 黒 
¥500（15.7×10.7×1.4）梱1001-817-4

8-1139-30 A 古木花台 黒 
1-817-5 6寸  ¥680（18.4×11.4×1.5）梱100

1-817-6 7寸 ¥800（20.9×13.2×1.9）梱100

8-1139-31 M 軸足花台 黒
1-817-9 7寸 ¥2,450（20.7×12×2.8） 梱60

1-817-10 8寸 ¥2,850（23.9×13.9×3.1）梱50

1-817-11 9寸 ¥3,750（26.9×15.9×3.3）梱40

8-1139-33 M 小判花台 黒
1-817-14 5寸    ¥1,450（15.4×9.4×2） 梱60

1-817-15 6寸  ¥1,600（18×11.4×2.5） 梱60

1-817-16 7寸 ¥1,850（21.1×13.6×2.7）梱50

1-817-17 8寸 ¥2,000（24×16.7×2.7）梱40

8-1139-34 M イカダ花台 黒塗  
1-817-18（小） ¥3,200（34.5×20.5×3.7）梱40

1-817-19（中） ¥5,100（39.7×28×4.1）  梱30

1-817-20（大） ¥5,700（49.5×30.5×4.8） 梱20

8-1139-32 M 角花台 黒  
1-817-13 8寸 ¥2,800（24.3×16.4×4）梱40

H-19-51 尺0.5寸¥4,000（31.4×22.1×6）梱40

H-19-52 尺2.5寸¥5,000（37.3×25.8×6）梱30

8-1139-20
A 角花生 黒松葉  
¥4,500（7×7×25）梱40

1-816-3

8-1139-24
A 8.5寸円山花生 春慶 
¥4,100（7φ×25）梱40

1-816-11 8-1139-26
A 円筒花瓶 色紙金箔 
¥7,300（8.6φ×27.3）梱40

1-816-13 8-1139-27
M 平安花生 ピンク天金  
¥1,150（9.7φ×6）梱100

1-816-18 8-1139-28
M しずく花生 ピンク天グリーン 
¥1,150（12.2×8.7×6.2）梱100

1-816-19

8-1139-25
A ミニ古木花台 春慶  
¥680（15.7×10.7×1.4）

1-816-12

8-1139-21
A 角花生 金王八雲  
¥5,600（7×7×25）梱40

1-816-6 8-1139-22
A 泉花生 青パール八雲    
¥5,300（12×8.5×24.6）梱40

1-816-9 8-1139-23
A 球花器（高足） 金塗
¥4,450（18φ×18.2）梱18

1-816-16

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。　※この頁の黄緑字価格と青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意ください。
限定品  海外生産の為、在庫を確認の上、ご注文下さい。

⑱

⑲

㉔

㉕

脚止め具がついていませんので
天板をかぶせて御使用下さい。

注

木 飾り棚（小）8-1140-6
A-7-50 ¥13,000

（44.5×14.5×H59、枠内寸14×14.5×14）
（器は別売）

木 飾り棚（大）8-1140-7
A-7-51 ¥23,000

（53.5×17×H71、枠内寸17×17×17）
（器は別売）

A  松華膳天板 黒石目ハード塗

8-1140-4

¥7,000（72×48×3.9）

A-7-53

木 脇台 黒天朱
8-1140-5 H-19-64

¥22,000（49×35×45）　梱5

+ =

折りたたみ時

マガジンスタンド・D 
¥32,800（60.5×39.5×89）

A-2-97
8-1140-8 新聞架･A 直送  

¥21,200
（65×40×75）

A-2-98
8-1140-9 新聞架･B 直送 

¥30,000
（65×40×89）

A-2-99
8-1140-10 マガジンスタンド･A 直送  

¥35,100 （70×30×68） A-3-1
8-1140-11 マガジンスタンド･B 直送  

¥28,700（75×40×93.5）

H-62-31
8-1140-12 マガジンスタンド・C 

¥25,500（30.5×39.5×89） H-62-33
8-1140-14 マガジンラック・A 

¥25,000（60×34.5×80） H-62-34
8-1140-15 マガジンラック・B 

¥26,000（60×40×126）

組立必要 組立必要組立必要組立必要
H-62-32
8-1140-13

H-62-35
8-1140-16 マガジンラック・C 

¥32,500（90×40×126）

組立必要

木 補助テーブル用折り脚
8-1140-1 A-7-52

¥19,000

A  松華膳天板 茶石目ハード塗
8-1140-2 A-1-22

¥7,000（72×48×3.9）

A  松華膳天板 グリーン石目ハード塗

8-1140-3 A-1-23

¥7,000 （72×48×3.9）

セット（折足+天板）
セット価格¥26,000

（72×48×H62.8）

仕様／パネル部：スチール 粉体塗装（ベージュ）、
フレーム：スチール（φ22.2㎜） 粉体塗装（ホワイト）、梱1

仕様／パネル部：スチール 粉体塗装（ベージュ）、フレーム：
スチール（φ22.2㎜） 粉体塗装（ホワイト）、梱1

仕様／本体：フラッシュ加工 プリント紙化粧板貼り、梱1 仕様／本体：フラッシュ加工 プリント紙化粧板貼り、梱1 仕様／本体：フラッシュ加工 プリント紙化粧板貼り、梱1

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。

直送 直送 直送 直送

直送直送直送
直送

直送

限定品

1139 1140衣裳盆・靴べら・タオル掛け・行燈・花器・花台 飾り棚・補助テーブル・新聞架・スタンド・ラック
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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/




