
Ⓐ Ⓑ

8-1141-8
木 山道盆 
¥5,700（27.1φ×3.5）

1-814-20

8-1141-17
丸形 茶包 
¥4,000（12φ×8.6）

H-3-70 8-1141-19
茶筅  70本立 
¥1,700（5.7φ×10.7H）

1-814-78-1141-18
角形 茶包 
¥4,000（11×11×8.6）

H-3-71

8-1141-9
木 丸板 拭漆
¥18,000（32.2φ×1.5）

1-814-21

8-1141-10
木 丸板 真塗 朱/黒
¥15,000（32.2φ×1.5）

1-814-22

8-1141-12
木 茶箱 柿合せ唐草 
¥26,000（21.5×14.5×13.5）

1-814-12

8-1141-20
木 吉野棚
¥43,000（33.7×33.7×48.8）

1-815-8

8-1141-24
木 丸椅子
¥35,000（33.4φ×44.7）

1-815-21 8-1141-25
木 丸卓桐（上形）
¥33,000（30.4φ×44.6）

1-815-23

8-1141-21
木 二重棚 桐
¥38,000（33.4×33.4×52.8）

1-815-10 8-1141-22
木 更好棚 桐
¥30,000（30.4×30.4×53.5）

1-815-11

8-1141-15
木 許状函 
¥8,000（20.3×9.5×7.5）

1-814-13
8-1141-13 木 炉縁 黒

¥15,000（42.4×42.4×6.7）1-814-16

8-1141-14 木 炉縁 黒木目
¥15,000（42.4×42.4×6.7）1-814-17

8-1141-4
M 棗（小）  
¥1,050（5.6φ×5.5）

1-814-8 8-1141-6
M 棗  花丸（大）  
¥3,200（6.7φ×6.7）

H-3-668-1141-5
M 棗（大）  
¥1,200（6.7φ×6.7）

1-814-9 8-1141-7
M こま棗
¥1,750（6.5φ×6.8）

H-3-67

8-1141-3

8-1141-1 8-1141-2

8-1141-23 虫喰五徳 風炉用 直送 
1-815-16 5寸 ¥24,000（15.5φ×8.5）

1-815-18 6寸 ¥30,300（19.5φ×9）

1-815-19 7寸 ¥30,800（21φ×11）

8-1141-11 木 縁高重 

Ⓐ 1-814-10七宝 ¥28,000（17×17×25.5）

Ⓑ 1-814-11柿合せ ¥23,000（17×17×25.5）

1-814-1

H-3-65 1-814-2
M P.C樹脂ウレタン塗茶会席セット ¥138,200 梱1

Ⓐ会席膳5 ¥24,000（30.5×30.5×2.1）

Ⓑ小丸椀各5組 ¥22,500（大13φ×9.5･小12.5φ×8）

Ⓒ煮物椀5 ¥15,000（13.9φ×10.5）

Ⓓ箸洗5 ¥9,500（7.1φ×9）

Ⓔ盃5 盃台1 ¥7,500（盃11φ×2･盃台13φ×6）

Ⓕ脇取1 ¥13,800（大42.2×27.3×2.4･小40.5×26×2.4）

Ⓖ湯斗 湯子取1 ¥18,000（湯斗24×15×15･湯子取7.5φ×23）

Ⓗ飯器 杓子1 ¥12,800（飯器23φ×10.5･杓子7.6×23.5）

Ⓘ給仕盆 ¥4,600（大25.5φ×1.5･小24.2φ×1.4）

Ⓙ仕上箱（紙製）¥10,500（49×36.3×63）

M P.C樹脂本漆塗茶会席セット ¥460,500 梱1

Ⓐ会席膳5 ¥70,000（30.5×30.5×2.1）

Ⓑ小丸椀各5組 ¥40,000（大13φ×9.5･小12.5φ×8）

Ⓒ煮物椀5 ¥55,000（13.9φ×10.5）

Ⓓ箸洗5 ¥25,000（7.1φ×9）

Ⓔ盃5 盃台1 ¥13,500（盃11φ×2･盃台13φ×6）

Ⓕ脇取1 ¥39,000（大42.2×27.3×2.4･小40.5×26×2.4）

Ⓖ湯斗 湯子取1 ¥48,000（湯斗24×15×15･湯子取7.5φ×23）

Ⓗ飯器 杓子1 ¥43,000（飯器23φ×10.5･杓子7.6×23.5）

Ⓘ給仕盆 ¥16,000（大25.5φ×1.5･小24.2φ×1.4）

Ⓙ仕上箱（木製）¥111,000（49×36.3×63）

Ⓐ会席膳5 ¥108,000（30.5×30.5×2.1）

Ⓑ小丸椀各5組 ¥227,000（大13φ×9.5･小12.5φ×8）

Ⓒ煮物椀5 ¥159,000（13.9φ×10.5）

Ⓓ箸洗5 ¥70,000（7.1φ×9）

Ⓔ  盃5 盃台1 ¥39,000（盃11φ×2･盃台13φ×6）

Ⓕ脇取1 ¥68,000（大42.2×27.3×2.4･小40.5×26×2.4）

Ⓖ 湯斗 湯子取1 ¥94,500（湯斗24×15×15･湯子取7.5φ×23）

Ⓗ飯器 杓子1 ¥84,000（飯器23φ×10.5･杓子7.6×23.5）

Ⓘ給仕盆 ¥29,000（大25.5φ×1.5･小24.2φ×1.4）

Ⓙ 仕上箱（木製）¥111,000（49×36.3×63）

M 木製茶会席セット 　¥989,500  梱1

8-1141-16 木 許状函

1-814-14（小）¥11,000（44.2×14×7.2）

1-814-15（大）¥12,500（46.6×15.7×8）

8-1141-26
鉄瓶 平丸松15号 直送 
¥43,200（1.65ℓ）

1-815-24

電磁調理機対応

8-1141-27
鉄瓶 駒型15号 直送

¥57,200（2ℓ）

1-815-25

電磁調理機対応

8-1141-28 鉄瓶 但馬 直送 
1-815-26 20号  ¥87,000（2.5ℓ）

1-815-27 30号  ¥162,900（3.5ℓ）

1-815-28 40号 ¥461,500（6ℓ）

1-815-29 50号 ¥507,600（7.5ℓ）

電磁調理機対応

パネル

花　台

8-1142-27
色紙銀額 鶴 

¥60,000（43.8×40.8）

1-821-8

8-1142-25
パネル色紙 水仙  
¥33,000（38.1×41.1）

1-821-48-1142-24
パネル色紙 目白  
¥33,000（41.1×38.1）

1-821-28-1142-23
パネル色紙 金富士  
¥46,500（41.1×38.1）

1-821-18-1142-22
パネル 蝶  
¥25,000（41.1×38）

1-821-178-1142-21
パネル 日の出  
¥25,000（41.1×38）

1-821-16

8-1142-15
パネル 折鶴  
¥25,000（38×41.1）

1-820-1 8-1142-16
パネル 椿  
¥25,000（38×41.1）

1-820-4 8-1142-17
パネル 鷹（エポック）  
¥25,000（38×41.1）

1-820-7 8-1142-18
パネル おしどり 
¥25,000（38×41.1）

1-820-11 8-1142-19
パネル 柳 
¥25,000（38×41.1）

1-820-12 8-1142-20
パネル 高砂 
¥25,000（38×41.1）

1-820-15

8-1142-26
色紙銀額（隅丸） 銀富士山  

¥70,000（44.5×42）

1-821-10

8-1142-28
色紙銀額 アネモネ 

¥60,000（44.5×41.8）

1-821-9 8-1142-29
パネル色紙白枠  尾長鳥

¥33,000（41.2×38.3）

H-9-81 8-1142-30
銀額（小）  鶴

¥34,500（30.5×30.5）

1-821-6

8-1142-31 P.P 額立

1-820-19 4寸  ¥370（9×12） 梱100

1-820-20 5寸 ¥500（11.5×14.5）梱80

1-820-21 6寸  ¥620（14×17.5） 梱80

1-820-22 7寸 ¥730（15.5×20.5）梱60

1-820-23 8寸 ¥800（18.5×23.5） 梱50

1-820-24 尺0寸 ¥970（22×28） 梱40

8-1142-1 木 花台2号型8寸角 黒檀調 

¥8,600（24×24×5）梱261-818-1

8-1142-5 木 花台2号型1.4尺 黒檀調 

¥10,800（42×28×5）梱141-818-5

8-1142-3 木 花台2号型1.2尺 黒檀調 

¥9,700（36×24×5）梱181-818-3

8-1142-7 木 花台2号 黒檀調 

¥12,200（48×33×5.5）梱181-818-7
8-1142-11 木 中卓 黒檀調 

¥48,600（32×32×36.5）梱41-818-25

8-1142-9 木 ミニ中卓 黒檀調

¥28,800（24×24×25.5）梱121-818-23
8-1142-13 木 高卓 黒檀調

¥73,800（27×27×42.5）梱41-818-27

8-1142-2 木 花台2号型8寸角 紫檀調 

¥8,600（24×24×5）梱261-818-2

8-1142-6 木 花台2号型1.4尺 紫檀調 

¥10,800（42×28×5）梱141-818-6

8-1142-4 木 花台2号型1.2尺 紫檀調 

¥9,700（36×24×5）梱181-818-4

8-1142-8 木 花台2号 紫檀調 

¥12,200（48×33×5.5）梱181-818-8
8-1142-12 木 中卓 紫檀調 

¥48,600（32×32×36.5）梱41-818-26

8-1142-10 木 ミニ中卓 紫檀調 

¥28,800（24×24×25.5）梱181-818-24
8-1142-14 木 高卓 紫檀調 

¥73,800（27×27×42.5）梱41-818-28

限定品 限定品 限定品

限定品  海外生産の為、在庫を確認の上、ご注文下さい。

1141 1142茶会席・茶道具 花台（木製）・パネル
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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/




