
570

盛

器

 陶 梅豆皿
Ⓜ1-666-1F 古染立筋 ¥680 （5.8φ×1.8） 梱200

Ⓝ1-666-1D トルコ ¥680 （5.8φ×1.8） 梱200

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

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

9寸手提台・千筋松花堂・六角珍味入れ・ミニ松花堂

M-15-12
8-570-1

8-570-9 8-570-12

A 9寸手提台 黒 
¥1,700（28.8×10.5×13.1）

M-16-42
8-570-2 A 新9寸手提台（折畳式） 黒 

¥1,700（28.8×10.5×14.3）梱40

積み重ねOK

固定手提タイプ

M-15-13
8-570-5 A 3寸大和重 総黒塗 

 ¥960（9.1×9.1×5.4）梱100

M-15-14
8-570-6 A 3寸大和重 総本朱塗 

 ¥960（9.1×9.1×5.4）梱100

M-15-15
8-570-7 A 3寸大和重 金内黒塗 

¥1,250（9.1×9.1×5.4）梱100

M-15-16
8-570-8 A 3寸大和重 銀メタ内黒塗 

¥1,500（9.1×9.1×5.4）梱100

1-337-10
8-570-3 A 9寸固定三点珍味入れ 黒内塗 

¥1,700（27.8×9.1×4.8）梱60

1-670-6
8-570-4 木 9寸長角透かし盛器用木蓋 波春秋 

¥2,800（27.7×8.9×0.5）梱100

Ⓚ

ⓁⓃ

Ⓜ

Ⓔ1-337-35 陶 菱型陶器 黄 ¥270 （10.8×6.8×2.9）梱100 限定品
Ⓕ1-337-36 陶 菱型陶器 グリーン ¥270 （10.8×6.8×2.9）梱100 限定品
Ⓖ1-337-37 陶 菱型陶器 青磁 ¥270 （10.8×6.8×2.9）梱100 限定品

Ⓐ1-337-23 陶ミニ隅切角鉢 黄 ¥230 （6.4×6.4×3）梱200 限定品
Ⓑ1-337-24 陶ミニ隅切角鉢 グリーン ¥230 （6.4×6.4×3）梱200 限定品
Ⓒ1-337-25 陶ミニ隅切角鉢 青磁 ¥230 （6.4×6.4×3）梱200 限定品
Ⓓ1-337-26 陶ミニ隅切角鉢 ルリ ¥230 （6.4×6.4×3）梱200 限定品

1-667-48-570-16
A ミニ松花堂 金塗立田川

（オヤ･フタ･仕切） 
¥2,250（13.2×13.2×5.5）梱60

8-570-17

1-311-1A
1-311-1

1-311-1D

8-570-10

8-570-11

A 5寸千筋松花堂 黒内朱
1段 ¥1,800 （15.5×15.5×5.4）梱60

身のみ ¥1,050 （14.5×14.5×5）
蓋のみ ¥750 （15.5×15.5×1.6）

1-430-5

1-430-5A

8-570-13 A 5寸1段六角珍味入れ 黒布目金線
¥1,450（16.5×14.4×7.3）梱40

蓋 ¥550
（16.5×14.4×1.5）梱100

深親 ¥900
（16.5×14.4×5.7）梱80

1-430-1

1-430-1A

8-570-14 A 5寸1段六角珍味入れ 黒木目金線
¥1,450（16.5×14.4×6.9）梱40

蓋 ¥550
（16.5×14.4×1.5）梱100

深親 ¥900
（16.5×14.4×5.6）梱80

A 5寸千筋松花堂用 十字仕切
¥400 1-430-7

8-570-15 A 5寸六角弁当用
Y仕切 黒
¥350

（14.8×13×3.8）

新9寸手提台

5寸千筋松花堂 5寸六角珍味入れ ミニ松花堂

8-570-18

569

盛

器

マルチオードブル

12.2cm

10.4cm14.2cm

8-569-1	 	 A 8.5寸マルチオードブル
 M-16-87 蓋 溜 ¥1,150 （25.5×13.3×1.9） 梱100

 M-16-88 中子 金内金（1ヶ） ¥1,100 （12.3×12.3×4.9） 梱80

 M-16-89 中子 銀内銀（1ヶ） ¥1,100 （12.3×12.3×4.9） 梱80

 M-16-90 底台 溜 ¥1,150 （25.5×13.3×2） 梱100

8-569-2	 	 A 8.5寸六角マルチオードブル
 M-16-91 蓋 銀溜	 ¥1,350 （25.5×15.2×1.5） 梱100

 M-16-92 中子 黒内黒（1ヶ）	 ¥750 （14.2×12.2×4.8） 梱80

 M-16-93 中子 朱内朱（1ヶ）	 ¥750 （14.2×12.2×4.8） 梱80

 M-16-94 底台 銀溜	 ¥1,350 （25.5×15.2×1.5） 梱100

8-569-3	 	 A 8.5寸六角マルチオードブル
 M-16-95 蓋 銀朱	 ¥900 （25.5×15.2×1.5） 梱100

 M-16-96 中子 金内金（1ヶ）	 ¥1,150 （14.2×12.2×4.8） 梱80

 M-16-97 中子 赤金透き（1ヶ）	 ¥1,350 （14.2×12.2×4.8） 梱80

 M-16-98 底台 銀朱	 ¥900 （25.5×15.2×1.5） 梱100

8-569-4	 	 A 尺0寸マルチオードブル
 M-16-99 蓋 溜 		 ¥1,800 （31×16×1.9） 梱80

 M-17-1 中子 黒内黒（1ヶ） ¥900 （15×15×4.5） 梱60

 M-17-2 中子 ベージュ銀透き（1ヶ） ¥1,750 （15×15×4.5） 梱60

 M-17-3 底台 溜 		 ¥1,800 （31×16×2） 梱80

8-569-5	 	 A 尺0寸マルチオードブル
 M-17-4 蓋 銀溜 		 ¥1,900 （31×16×1.9） 梱80

 M-17-5 中子 朱内朱（1ヶ）	 ¥900 （15×15×4.5） 梱60

 M-17-6 中子 金内金（1ヶ）	 ¥1,500 （15×15×4.5） 梱60

 M-17-7 底台 銀溜 		 ¥1,900 （31×16×2） 梱80

温かい食材と冷たい食材を
別々にセットできます。
各パーツは、自在に組み合
わせられます。

8-569-6	 	 A 尺1寸トリプルオードブル （セットサイズ：34×11.8×9.6）

M-18-50  蓋･台兼用トレー 銀朱（1ヶ）	¥1,250 （34×11.8×1.7） 梱80

M-18-51 中子 金内金（1ヶ） 		 ¥1,050 （10.9×10.9×4.2） 梱80

M-18-52 中子 赤金透き（1ヶ） 		 ¥1,250 （10.9×10.9×4.2） 梱80

	 	 A 尺1寸トリプルオードブル （セットサイズ：34×11.8×9.6）

 M-18-53 蓋･台兼用トレー 溜（1ヶ）	 ¥1,650 （34×11.8×1.7） 梱80

 M-18-54 中子 黒内黒（1ヶ） 		 ¥650 （10.9×10.9×4.2） 梱80

 M-18-55 中子 ベージュ銀透き（1ヶ） 		¥1,250 （10.9×10.9×4.2） 梱80

8-569-7

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/




