
560

盛

器

（大）三点珍味入れ・手提珍味入れ

積み重ね可能です。

1-672-38-560-3

8-560-4

8-560-9

木（大）三点珍味入れ用 木蓋 波春秋  

¥4,000 
（28.3×10.5×1.3）梱120

1-672-18-560-1
A（大）三点珍味入れ 黒内朱（固定仕切）  

¥1,700 
（28.3×10.4×5.4）梱60

1-672-28-560-2
A（大）三点珍味入れ用 蓋 柳結び  

¥1,650 
（28.3×10.4×3.3）梱120

1マス内寸 8.4×8.4×4.5 Ⓐ1-337-15 陶 2.6寸菊型千代久 瑠璃 ¥1,000 （7.8φ×3.3）
Ⓑ1-337-14 陶 2.6寸菊型千代久 青磁 ¥1,000 （7.8φ×3.3）
Ⓒ1-337-13 陶 2.6寸菊型千代久 グリーン ¥850 （7.8φ×3.3）限定品

Ⓓ1-338-7 Mこの葉鉢 青磁 ¥1,050 （10×8.1×3.5）
Ⓔ1-338-6 Mこの葉鉢 グリーン ¥750 （10×8.1×3.5）
Ⓕ1-338-8 Mこの葉鉢 織部 ¥1,050 （10×8.1×3.5）

○E○D

○C○B○A

○F

1-667-1
8-560-5 A 手提珍味入れ 黒内朱 本体  

¥2,050（22.2×6.8×17.1）梱80

1-666-2
8-560-6 木 手提珍味入れ用 木蓋 波春秋  

¥2,000（19.3×6.8×0.5）梱200

1-667-3
8-560-7 AC 手提珍味入れ用 敷皿 金/銀  

¥800（17.8×5.6×0.1）梱200

積み重ね可能です。

8-560-8	 	  
 M-2-18 A 長角手提盛器 梨地 		
	 	 ¥900（16.9×6.4×11.4）梱100

 M-2-19 A マス珍味入れ 朱 		
	 	 ¥500（5.2×5.2×4.1）梱100

 M-2-20 A マス珍味入れ 黒 		
	 	 ¥500（5.2×5.2×4.1）梱100

M-2-218-560-11
A 六角珍味手提げ盛器 梨地
¥550（10.8×10.5×11.2）梱100

   1-339-29 	M 菊千代久 青磁
   ¥730（5.2φ×3.6）梱200

　1-339-30 	M 菊千代久 グリーン
   ¥730（5.2φ×3.6）梱200

　M-2-21C 	M 菊千代久 黄
   ¥730（5.2φ×3.6）梱200

○G

○H

○F

○G

○H

○F

M-2-228-560-10
A めがね手提盛器 梨地
¥1,050（18.7×9.1×14.1）梱100

　1-338-11 	M 花鉢 オレンジ紫
   ¥950（9.1×9.1×3.7）梱200

　1-338-8   Mこの葉鉢 織部
   ¥1,050（10×8.1×3.5） 梱200

○J

○I

○J

○I

Ⓐ1-655-10A  	陶 菊豆皿 トルコ  
¥630 （5.8φ×1.8）梱200

Ⓑ1-655-10B  	陶 菊豆皿 ヒワグリーン 
¥630 （5.8φ×1.8）梱200

Ⓒ1-655-10C  	陶 菊豆皿 黄 
¥630 （5.8φ×1.8）梱200

Ⓓ1-667-1D  	陶 長角珍味 コバルトスダレ限定品  
¥1,300 （8.4×5.5×2.7）梱100

Ⓔ1-667-1E  	陶 長角珍味 ヒワスダレ限定品  
¥1,300 （8.4×5.5×2.7）梱100

（大）三点珍味入れ

手提珍味入れ

●Ⓐ ●Ⓑ ●Ⓒ

●Ⓓ ●Ⓔ

559

盛

器

（小）二点珍味入れ・（小）三点珍味入れ・天切三点珍味箱

積み重ね可能です。

M-2-16
8-559-2 A（小）二点珍味入れ 黒内朱  

¥850（13×6.8×3.6）梱100

　 M-18-33
菊豆皿 （樹脂製） 黄塗 

¥480 
（5.8φ×1.8）梱200

　 M-18-35
菊豆皿 （樹脂製） ヒワグリーン塗  

¥480 
（5.8φ×1.8）梱200

　 M-18-37
菊豆皿 （樹脂製） 黒内朱  

¥480 
（5.8φ×1.8）梱200

　 M-18-34
菊豆皿 （樹脂製） 青磁塗  

¥480 
（5.8φ×1.8）梱200

　 M-18-36
菊豆皿 （樹脂製） 瑠璃塗  

¥480 
（5.8φ×1.8）梱200

○ ○ ○

○ ○

A B C

D E

○A ○B ○C

○D ○E

　 M-6-55
陶 渕金梅型珍味 
　 ヒワ  
¥750 

（5.2φ×2.8）梱200

　 M-6-56
陶 渕金梅型珍味 
　 ピンク  
¥750 

（5.2φ×2.8）梱200

　 M-6-57
陶 渕金梅型珍味 
　 ブルー  
¥750 

（5.2φ×2.8）梱200

　 M-6-58
陶 渕金梅型珍味 
　 アイボリー  
¥750 

（5.2φ×2.8）梱200

○M○L ○O○N　 1-655-10A
陶 菊豆皿 トルコ  
¥630 

（5.8φ×1.8）梱200

　 1-655-10B
陶 菊豆皿 ヒワグリーン  
¥630 

（5.8φ×1.8）梱200

　1-655-10C
陶 菊豆皿 黄  
¥630 

（5.8φ×1.8）梱200

○F ○G ○H 　 1-666-1D
陶 梅豆皿 トルコ  
¥680 

（5.8φ×1.8）梱200

　 1-666-1E
陶 梅豆皿 黄  
¥680 

（5.8φ×1.8）梱200

　 1-666-1F
陶 梅豆皿 古染立筋  
¥680 

（5.8φ×1.8）梱200

○K○I ○J

M-2-17
8-559-1 A（小）二点珍味入れ 黒天朱  

¥750（13×6.8×3.6）梱100

1マス内寸 5.9×5.9×3

8-559-9 8-559-10 8-559-11

積み重ね可能です。

M-6-59
8-559-5 A（小）新三点珍味入れ 黒内朱 

（固定仕切）  

¥950（19.3×6.8×3.7）梱100

1-666-2
8-559-6 木（小）三点珍味入れ用木蓋  

　 波春秋  

¥2,000（19.3×6.8×0.5）梱200

1-666-1

M-23-45 M-23-46

8-559-4

8-559-7 8-559-8

A（小）三点珍味入れ 黒内朱 
（固定仕切）  

¥1,000（19.3×6.8×3.7）梱100

A 天切三点珍味箱 黒内朱天黒

¥1,000（19.3×6.8×3.7）

A 天切三点珍味箱 新黒石目

¥1,000（19.3×6.8×3.7）
1マス内寸 5.9×5.9×3

8-559-3

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/




