
614

盛

器

珍味

8-614-14
M（大）桶型珍味入れ
黒帯朱内朱		
¥1,550（6φ×4.8）梱100

8-614-15
M（小）桶型珍味入れ
黒帯朱内朱		
¥1,450（5.3φ×4.3）梱100

8-614-13
A（小）新三点珍味入れ	
（固定仕切）黒内朱
	¥950（19.3×6.8×3.7）梱200

M-6-59 M-10-14 M-10-15

1-677-258-614-37
Mりんご型珍味入		
朱内金雅		
¥2,400
（9φ×8）梱150

M-10-16
8-614-38 M笛珍味		

音符内色紙金箔S･H塗
¥3,500 
（19.8×3.3×3.2）梱70

1マス内寸　5.9×5.9×3

1-676-1
8-614-28 A 御殿型珍味入	黒乾漆内金雅		

¥2,100（8.9φ×5.4）梱150

1-676-2
8-614-29 A 御殿型珍味入	朱に金線松		

¥1,700（8.9φ×5.4）梱150

1-676-3
8-614-35 M千筋珍味入	黒に二色ライン		

¥1,900（10φ×5.5）梱150

1-676-4
8-614-36 M殿様珍味入	朱内金雅		

¥2,300（9φ×5.1）		梱150

Mてまり珍味入
8-614-19 	1-676-5	（小）金彩春秋内金	¥3,900 （5.5φ×5）	 梱200
8-614-20 	1-676-6	（小）朱四季内金	¥3,700 （5.5φ×5）	 梱200
8-614-21 	1-676-7	（大）朱四季内金	¥3,700 （6.6φ×6.3）	梱150
8-614-22 	1-676-8	（大）金松葉内金	¥4,000 （6.6φ×6.3）	梱150

8-614-23 	1-666-1J	 A なべ珍味入	黒天朱	 ¥900 （5.6φ×2.9）	梱200
8-614-24 	1-676-10	 A 六角珍味入	金松葉内金	¥3,300 （6.3×6.3×5.3）	梱200
8-614-25 	1-676-11	 M（小）栗珍味入	朱内金雅	¥1,950 （6φ×5.5）	梱200
8-614-26 	1-676-12	 M（小）柿珍味入	溜内金雅	¥2,100 （6φ×5.5）	梱200
8-614-27 	1-676-13	 Mみかん珍味入	 ¥1,500 （6.3φ×6）	梱200

M-3-1
8-614-30 M百合ミニ椀	黒金かすり		

¥1,800（5.2φ×6.7）梱200

M-3-2
8-614-31 M百合ミニ椀	朱金かすり		

¥1,800（5.2φ×6.7）梱200

1-676-16
8-614-32 M角珍味入	溜内金春秋	2段		

¥2,700（6.6×6.6×9）梱150

1-676-17
8-614-33 M白山珍味入	黒/朱カスミ		

¥1,900（7.5φ×6.5）梱150

1-676-19
8-614-34 M（大）柿珍味入	柿色内黒		

¥2,400（8φ×5.5）梱150

1-677-98-614-8
A 2.3寸アジロ丸鉢	春慶
¥900（7.3φ×3）梱300

A 2.6寸丸鉢（8φ×3.6）
8-614-9 	1-339-9	 朱内金	 ¥800 梱200
8-614-10 	1-339-8	 朱内黒	 ¥450 梱200
8-614-11 	1-339-7	 黒内朱	 ¥450 梱200
8-614-12 	1-339-10	朱内金雅	 ¥1,100 梱200

A 2.3寸丸鉢（7φ×3.6）
8-614-4 	1-339-23	朱内金	 ¥600 梱300
8-614-5 	1-339-22	朱内黒	 ¥400 梱300
8-614-6 	1-339-21	黒内朱	 ¥400 梱300
8-614-7 	1-339-24	朱内金雅	 ¥950 梱300

Aミニ丸鉢（6.3φ×3.1）
8-614-1 	1-339-28	朱内金	¥630 梱300
8-614-2 	1-339-27	朱内黒	¥500	梱300
8-614-3 	1-339-26	黒内朱	¥500 梱300

	8-614-42 	 A 扇面付出し皿	朱
	 1-677-26	 ¥1,150（20.8×13.5×4.8）梱100
8-614-43 	 A 扇面付出し皿	梨地
	1-677-27	 ¥1,350（20.8×13.5×4.8）梱100

M高台ワイン珍味入	朱
8-614-16 	1-677-14	（小）	 ¥2,100 （7.3φ×6.5）	梱100
8-614-17 	1-677-15	（中）	 ¥2,400 （9.2φ×7.2）	梱80
8-614-18 	1-677-16	（大）	 ¥2,900 （11φ×7.5）	梱60
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	8-614-39 	Mはまぐり鉢	朱内金雅
	 1-328-16	 ¥1,900（11.2×10.7×3.5）梱100
	8-614-40 	M平安花小鉢	若草織部
	 1-677-18	 ¥1,600（10×9.7×6）梱150
8-614-41 	 A 竹珍味入れ
	 1-677-19	 ¥1,150（11φ×5.8）梱200

613

盛

器

珍味

Mこの葉鉢（10×8.1×3.5）
8-613-17 	1-338-6	 グリーン	 ¥750	梱200
8-613-18 	1-338-7	 青磁	 ¥1,050	梱200
8-613-19 	1-338-8	 織部	 ¥1,050 梱200

M菊千代久（5.2φ×3.6）
8-613-23 	1-339-29	青磁	 ¥730 梱300
8-613-24 	1-339-30	グリーン	 ¥730	梱300
8-613-25 	M-2-21C	黄	 ¥730	梱300

陶梅豆皿（5.8φ×1.8）
8-613-29 	1-666-1F	 古染立筋	 ¥680 梱200
8-613-30 	1-666-1D	 トルコ	 ¥680 梱200
8-613-31 	1-666-1E	 黄	 ¥680 梱200

陶三ツ足珍味（5φ×3）
8-613-35 	M-23-64	 桃	 ¥580 梱200
8-613-36 	M-23-65	 黄	 ¥580 梱200
8-613-37 	M-23-66	 吹墨	 ¥620 梱200

陶菊豆皿（5.8φ×1.8）
8-613-32 	1-655-10B	ヒワグリーン	¥630	梱200
8-613-33 	1-655-10C	黄	 ¥630	梱200
8-613-34 	1-655-10A	トルコ	 ¥630	梱200

M花鉢（9.1×9.1×3.7）
8-613-20 	1-338-9	 青磁	 ¥750 梱200
8-613-21 	1-338-10	オレンジグリーン	¥950	梱200
8-613-22 	1-338-11	オレンジ紫	 ¥950 梱200

M長菊鉢（9.2×7.9×3）
8-613-26 	1-338-15	グリーン	 ¥850 梱200
8-613-27 	1-338-13	黄	 ¥850	梱200
8-613-28 	1-338-14	瑠璃	 ¥850	梱200

陶3寸菊型千代久（9φ×3.2）
8-613-47 	1-338-20	青磁	 ¥1,000 梱100
8-613-48 	1-338-22	黄	 ¥1,000 梱100
8-613-49 	1-338-21	ヒワ	 ¥1,000 梱100

A 2.6寸菊型鉢（8φ×3.2）
8-613-9 	1-339-4	 溜	 ¥500	梱200
8-613-10 	1-339-5	 吹墨	 ¥650	梱200
8-613-11 	1-339-6	 金雅	 ¥1,100	梱200

陶扇型鉢（11.2×6.5×2.4）
8-613-56 	1-679-15	青磁	 ¥1,500	梱100
8-613-57 	1-679-16	ブルー	 ¥1,500	梱100
8-613-58 	1-679-17	グリーン	 ¥1,500	梱100

陶桜型陶器（6φ×3.9）
8-613-50 	1-339-31	ブルー	 ¥1,250 梱100
8-613-51 	1-339-32	ピンク	 ¥1,250	梱100
8-613-52 	1-339-33	黄	 ¥1,250	梱100

陶桔梗型珍味（6φ×3.5）
8-613-41 	M-23-67	桃強化 	 ¥500	梱200
8-613-42 	M-23-68	黄強化 	 ¥500	梱200
8-613-43 	M-23-69	白磁強化 	 ¥500	梱200

陶チューリップ珍味（6φ×4.4）
8-613-53 	1-679-21	グリーン	 ¥1,250 梱100
8-613-54 	1-679-22	ピンク	 ¥1,250	梱100
8-613-55 	1-679-23	ブルー	 ¥1,250	梱100

陶桔梗型珍味（6φ×3.5）
8-613-44 	M-23-70	ヒワ強化 	 ¥500	梱200
8-613-45 	M-23-71	黒強化 	 ¥500	梱200
8-613-46 	M-23-72	ルリ強化 	 ¥500	梱200

A 3寸菊型鉢（9.1φ×3.3）
8-613-12 	1-338-1	 黒内朱	 ¥600 梱200
8-613-13 	1-338-2	 青磁	 ¥600	梱200
8-613-14 	1-338-3	 柿釉	 ¥600	梱200
8-613-15 	1-338-4	 ヒワグリーン	 ¥600	梱200
8-613-16 	1-679-11	金雅	 ¥1,300	梱200

8-613-38 	1-679-24	 陶（小）ぼんぼり	¥1,350 （4.4×4×3.3）	梱100
8-613-39 	1-679-25	 陶（大）ぼんぼり	¥1,400 （5.8×5.3×4.8）	梱80
8-613-40 	1-339-25	 陶小鉢	紅葉	 ¥1,700 （9×6.6×2.7）	 梱80

菊豆皿（樹脂製）（5.8φ×1.8）
8-613-1 	M-18-33	黄塗	 ¥480
8-613-2 	M-18-34	青磁塗	 ¥480
8-613-3 	M-18-35	ヒワグリーン塗	 ¥480
8-613-4 	M-18-36	瑠璃塗	 ¥480
8-613-5 	M-18-37	黒内朱塗	 ¥480

A 2.6寸菊型鉢（8φ×3.2）
8-613-6 	 1-669-1E	ヒワグリーン	 ¥500	梱200
8-613-7 	1-339-2	 青磁	 ¥500	梱200
8-613-8 	1-339-3	 黄	 ¥500	梱200
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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/
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