
649 650白木盛器 日本製木製盛器 日本製

1-726-1
8-649-1 木（小）千筋はご板 春秋 

¥2,700（30×14.8×2.3） 梱30

1-724-9
8-649-27 木 丸手提 目皿 朱

¥5,500（12.5×12×15.5） 梱40

1-726-38-649-2
木（小）ダイヤ千筋盛器 黒天朱
¥3,900（18×18×3.8） 梱40

M-13-22
8-649-11 木 檜 足付年輪皿 白木（大）

¥4,950（45×15×2.7） 梱30

M-13-23
8-649-12 木 檜 足付年輪皿 白木（中）

¥4,350（30×14×2.7） 梱40

M-13-24
8-649-13 木 檜 足付年輪皿 白木（小）

¥4,100（24×11×2.7） 梱50

1-725-21
8-649-14 木 檜 八ツ橋（大）

¥4,250（15×24×3） 梱40

1-729-3
8-650-12 木 白木8寸長角透かし盛器

¥5,100（24×12×5） 梱30 1-729-6
8-650-13 木 白木長手ひさご透かし盛器

¥6,250（22.5×12.5×6） 梱40

1-727-12
8-649-21 木（大）五角盛皿 黒天朱 

¥3,850（27.5φ×1.3） 梱50

1-725-9
8-649-33 木（小）いかだ天皿 黒木目天朱 

¥2,400（12.1×8.9×1.9） 梱60

1-725-22
8-649-15 木 檜 段違い八ツ橋

¥2,700（7.3×21.2×2） 梱60

1-727-13
8-649-22 木（中）五角盛皿 黒天朱

¥2,450（18.3φ×1） 梱70

1-725-10
8-649-34 木（中）いかだ天皿 黒木目天朱

¥2,600（23×12.5×2.2） 梱50

1-725-23
8-649-16 木 檜 ミニ八ツ橋

¥2,500（8.5×18×2） 梱60

1-727-14
8-649-23 木（小）五角盛皿 黒天朱

¥1,800（13.8φ×1） 梱100

1-725-11
8-649-35 木（大）いかだ天皿 黒木目天朱

¥3,900（25.5×18.3×3） 梱40

1-725-24
8-649-17 木（大）黒塗 八ツ橋 天朱

¥4,950（24×14.5×3） 梱50

1-725-26
8-649-18 木 黒塗 八ツ橋 天朱

¥2,700（13×8.7×2） 梱100

1-726-88-649-4
木（大）ダイヤ盛器 黒木目天朱
¥5,800（27×27×4） 梱30

1-727-158-649-5
木（小）四方天皿 金ライン
¥2,200（13.7×13.7×2.3） 梱100

1-727-68-649-7
木（小）目はじき扇面皿 黒渕朱
¥1,700（20.3×11.5×1） 梱100

1-727-78-649-8
木（中）目はじき扇面皿 黒渕朱
¥2,350（30.7×17.5×1.2） 梱50

1-724-108-649-24
木 角手付皿 朱
¥5,900（12.4×12.1×24） 梱40

1-724-138-649-28
木（大）手提料理入れ 目皿 朱（箱付）
¥11,200（26φ×17.5） 梱30

1-724-148-649-29
木 八角手提盛器 目皿 朱（箱付）
¥12,300（33×29.2×21.5） 梱20

1-724-158-649-30
木（小）手桶盛器 中皿 朱/黒
¥4,800（13φ×8.1） 梱40

1-726-178-649-36
木 矢型皿
¥2,700（29.1×14.1×1.4） 梱30

1-726-188-649-37
木 9寸透かし盛器 黒（白木目皿付）
¥10,950（27.2×27.2×5.5） 梱20

1-726-198-649-38
木 尺0寸長手手提盛器 

金ライン入（白木目皿付）
¥8,250（30.5×18×19.5） 梱101-752-7  飾り松（小）岩付

¥3,300（17×9×14.5） 梱72

1-724-168-649-31
木（中）手桶盛器 中皿 朱/黒
¥5,900（19.1φ×11.1） 梱40

1-724-178-649-32
木（大）手桶盛器 中皿 朱/黒
¥6,900（25.3φ×14.1） 梱30

1-724-128-649-26
木（小）手提料理入れ 目皿 朱（箱付）
¥6,600（18.3×18×18） 梱40

1-727-88-649-9
木（大）目はじき扇面皿 黒渕朱
¥3,800（34.5×21.5×1.3） 梱30

1-724-58-649-10
木 8寸四方透かし盛器 黒
¥5,900（24.3×24.3×3.6） 梱40

1-727-98-649-19
木（小）梅型盛皿 黒天朱
¥1,800（13.9×13.9×0.8） 梱100

1-727-108-649-20
木（大）梅型盛皿 黒天朱
¥3,700（22.3×23.5×9.8） 梱50

1-726-48-649-3
木（大）ダイヤ千筋盛器 黒天朱
¥5,600（24×24×3.9） 梱30

1-724-78-649-6
木 透かし盛器 波千鳥 溜千筋
¥4,200（18.2×18.2×6.3） 梱40
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1-724-118-649-25
木 丸手付皿 黒
¥6,300（11.4φ×22.5） 梱40

1-728-3
8-650-1 木 三条盛器（オプション別）

¥4,250（27×10.9×5） 梱40
A 2.3丸鉢（7φ×3.6） 梱300

Ⓐ 1-339-21 黒内朱  ¥400
Ⓑ 1-339-22 朱内黒  ¥400
Ⓒ 1-339-23 朱内金  ¥600

1-729-9
8-650-8 木（小）白木六角盛器（目皿付）

¥12,000（18.3×16×6.1） 梱40

1-730-1
8-650-22 木ミニ松島盛器（四ツ足） 溜千筋

 ¥7,400 （27.2×20.4×9） 梱20

1-729-10
8-650-9 木（中）白木六角盛器（目皿付）

¥13,750（24.5×21.2×6.1） 梱40

1-730-2
8-650-23 木（小）松島盛器（六ツ足） 溜千筋

¥26,000（42.7×36.9×10.8） 梱8

1-729-11
8-650-10 木（大）白木六角盛器（目皿付）

¥16,600（30.5×26.4×6.1） 梱20

1-730-3
8-650-24 木（中）松島盛器（六ツ足） 溜千筋

¥34,000（55×42.7×12） 梱6

1-729-12
8-650-11 木（特大）白木六角盛器（目皿付）

¥21,400（36.5×31.6×6.1） 梱10

1-730-4
8-650-25 木（大）松島盛器（六ツ足） 溜千筋 

¥40,000（67×46×12.3） 梱3

1-318-8
8-650-5 木 白木5寸角珍味（蓋付） オプション別

¥4,800（15.5×15.5×5.5） 梱40
Ⓐ A ミニ丸鉢 朱内黒 ¥500（6.3×3.1）梱300

Ⓑ A ミニ丸鉢 黒内朱 ¥500（6.3×3.1）梱300

Ⓒ 陶千代久 吹墨 ¥900（6.4φ×3）梱300

Ⓓ A ミニ丸鉢 朱内金 ¥630（6.3×3.1）梱300

1-317-6
8-650-7 木 白木とまり木（オプション別）

¥6,600（17×10×30） 梱20
Ⓐ 陶（大）ぼんぼり ¥1,400 （5.8×5.3×4.8）梱80

Ⓑ 陶桜型陶器 ブルー ¥1,250 （6φ×3.9）梱100

Ⓒ 陶チューリップ珍味 グリーン ¥1,250 （6.4φ×3）梱300

M-13-29
8-650-6 木 白木2点珍味（蓋付）オプション別

¥8,300（19.8×10.8×7.2）
Ⓐ 1-337-14 陶2.6寸菊型千代久 青磁

 ¥1,000 （7.8φ×3.3） 梱100

M-13-27
8-650-3 木（小）手付つるべ盛器（節付）

¥7,500（14.8×12.8×10） 梱50

M-13-28
8-650-4 木（大）手付つるべ盛器（節付）

¥8,600（17.7×15.7×10.2） 梱40

1-728-5
8-650-2 木 白木9寸長角透かし盛器

（オプション別）
¥5,600（28×9×4.5） 梱40

Ⓐ 1-339-25 陶 小鉢 紅葉 ¥1,700 （9×6.6×2.7）梱80

Ⓑ 1-339-23 A 2.3寸丸鉢 朱内金 ¥600 （7φ×2）梱300

Ⓒ 1-339-32 陶 桜型陶器ピンク ¥1,250 （6φ×3.9）梱100

Ⓐ
Ⓐ

Ⓑ
Ⓑ

Ⓒ
Ⓒ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ
Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

1-729-7
8-650-14 木 白木長手宴盛器

¥12,800（26.3×14.4×7） 梱30

M-13-32
8-650-16 木 尺2寸小判盛桶 朱漆唐草沈金

¥35,000（36.6×26.2×4.5） 梱10

M-13-33
8-650-17 木 尺3寸小判盛桶 溜漆 

¥34,500（39.5×29.3×4.5） 梱10 1-730-12
8-650-19 木（大）六角盛器 溜千筋

¥16,000（42.2×36.5×8.2） 梱8 1-730-7
8-650-21 木（大）十勝盛器 黒 

¥20,000（54×42×8） 梱10

1-730-11
8-650-18 木（小）六角盛器 溜千筋

¥13,300（33.9×29.6×7.4） 梱15 1-730-6
8-650-20 木（小）十勝盛器 黒  

¥9,900（30.5×21×6） 梱30

M-13-30
8-650-15 木 節付料理箱

¥5,900（24×12×5.5） 梱30

⑯ ⑰

M-13-31
8-650-26 木 白木8寸長角珍味箱（蓋付）オプション別

¥7,200（25.3×9.1×5.4） 梱40
Ⓑ 1-337-15 陶2.6寸菊型千代久 瑠璃 ¥1,000 （7.8φ×3.3）梱100

Ⓒ 1-337-12 陶2.6寸菊型千代久 黄 ¥1,000 （7.8φ×3.3）梱100
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M-3-44
8-650-29 木 桧丸型溝切柾盛台（大）

¥28,500（45φ×7） 梱5

1-731-12
8-650-32 木 白木伊勢盛器（大）

¥21,000（45×32.1×5） 梱4

1-730-9
8-650-36 木（中）白木若狭盛器

¥15,200（47×27.6×7） 梱15 1-731-8
8-650-39 木 白木桐舟盛器（中）

¥27,800（48.4×32.4×9.7） 梱4 M-3-50
8-650-42 木 桧盛込遊舟（中）

¥32,000（60×24.7×6.7） 梱5

1-731-13
8-650-33 木 白木伊勢盛器（特大）

¥29,000（54×39×5） 梱2

1-730-10
8-650-37 木（大）白木若狭盛器

¥17,100（51×33×7） 梱10 1-731-9
8-650-40 木 白木桐舟盛器（大）

¥35,800（59.3×35.2×10.5） 梱2 M-3-51
8-650-43 木 桧盛込遊舟（大）

¥37,000（70×30.3×6.7） 梱4

1-731-1
8-650-34 木 白木イカダ盛器

¥40,500（71×42×12） 梱2

M-3-43
8-650-28 木 桧丸型溝切柾盛台（中）

¥20,500（39φ×7） 梱10

1-731-11
8-650-31 木 白木伊勢盛器（中） 

¥18,300（39×30.1×5） 梱6

1-730-8
8-650-35 木（小）白木若狭盛器

¥13,350（39×24×7） 梱20 1-731-7
8-650-38 木 白木桐舟盛器（小）

¥21,900（39.3×27.3×9.5） 梱6 M-3-49
8-650-41 木 桧盛込遊舟（小）

¥23,000（50×22×6.2） 梱6

M-3-42
8-650-27 木 桧丸型溝切柾盛台（小）

¥14,000（30φ×6） 梱20

1-731-10
8-650-30 木 白木伊勢盛器（小）

¥14,300（30×21.2×5） 梱8
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