
651 652

1-735-15
1-735-16
1-735-17

8-652-5 木 萩盛込器
（小） ¥21,000（42×32×11.5） 梱6

（中） ¥25,750（48×36×11.5） 梱5

（大） ¥32,000（60×45×11.5） 梱3

白木盛込器 日本製高台盛器・六ッ足盛器・つづみ盛器・白木盛込器 日本製

8-651-12 木そば･うどん桶
Ⓐ 1-741-3 6寸 ¥7,850（18φ×9.5） 梱10

Ⓑ 1-741-4 7寸 ¥8,350（21φ×9.5） 梱10

8-651-16 木 両手桶（本体･スノ子付）
Ⓐ 1-741-13 6寸 ¥13,550
（18.3φ×18.8） 梱10

Ⓑ 1-741-14 7寸 ¥15,000
（21φ×20.5） 梱10

Ⓒ 1-741-15 8寸 ¥17,200
（24.5φ×24） 梱8

Ⓓ 1-741-16 尺2寸 ¥31,900
（36.2φ×39） 梱4

Ⓔ 1-741-17 尺4寸 ¥42,000
（42.7φ×42.6） 梱2

8-651-13 木 片手桶（スノ子付）
Ⓐ 1-741-5 6寸 ¥9,600 （18φ×14.8） 梱10

Ⓑ 1-741-6 7寸 ¥12,000 （21φ×15.2） 梱10

1-733-6
8-651-1 木（小）9寸丸盛器 溜

¥10,300（27φ×6） 梱20 1-733-1
8-651-3 木 8.5寸つづみ盛込器 茶乾漆

¥30,000（25φ×6.1） 梱20 1-733-3
8-651-5 木 2尺つづみ盛込器 茶乾漆

¥130,000（60φ×21） 梱2 1-733-4
8-651-6 木 2尺つづみ盛込器 グリーン乾漆

¥130,000（60φ×21） 梱2 1-741-2
8-651-7 木 5寸片手うどん･そば桶

¥15,600（15φ×24.5） 梱15

1-733-7
8-651-2 木（大）尺1寸丸盛器 溜

¥16,000（33φ×6.3） 梱10 1-733-2
8-651-4 木 尺2寸つづみ盛込器 茶乾漆

¥45,000（35.6φ×7.5） 梱10

1-732-4
8-651-8 木（小）舟型盛込器 溜

¥29,500（45.8×29.1×13.1） 梱4

1-732-5
8-651-9 木（中）舟型盛込器 溜

¥37,000（56.8×34.8×14） 梱3

1-732-6
8-651-10 木（大）舟型盛込器 溜

¥47,000（75×45×15） 梱2

1-741-1
8-651-11 木 7寸片手うどん･そば桶

¥11,000（21φ×15） 梱10

1-741-10
8-651-14 木 白木5寸片手桶のみ

¥7,850（14.5φ×11.9） 梱15
ⒶM-13-34 6寸 ¥7,600
（18φ×9.5） 梱10

ⒷM-13-35 7寸 ¥8,200
（21φ×9.5） 梱10

8-651-17 木そば･うどん桶 茶木目

8-651-15
1-741-11

木 白木5寸片手桶（スノ子付）
¥9,000（14.5φ×11.9） 梱15
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1-734-8

1-734-9

8-651-18 木 六角盛器 白木
（大） ¥27,000
（38×38×6.6） 梱10
（特大）¥35,000
（48.3×48.3×8.5） 梱5

M-13-36

M-13-37

8-651-19 木 清風透かし盛込器
（小）¥12,500
（24.1×17.9×6.5） 梱20
（大）¥18,500
（30×24.4×6.5） 梱10

1-734-1

1-734-2

1-734-3

8-651-20 木 亀甲盛込器 溜
（小）¥22,500
（36.3×31.8×6） 梱10
（中）¥28,000
（44.2×38.6×7） 梱5

（大）¥35,000
（53.6×46.5×8.7） 梱3

1-734-4
1-734-5
1-734-6
1-734-7

8-651-21 木 長手盛込器 溜
1人用 ¥10,500（24.4×21.3×6.6） 梱20

3人用 ¥15,000（33.5×27.4×7.3） 梱10

5人用 ¥20,000（42.5×33.5×7.9） 梱5

7人用 ¥27,000（51.8×45.5×8.5） 梱3

1-734-16
1-734-17
1-734-18

8-651-22 木 醍醐盛器
（中）両面タイプ ¥18,500（36×24×6） 梱10

（大）両面タイプ ¥26,500（44.5×29.5×6.7） 梱5

（特大）両面タイプ ¥33,800（52×37×6.7） 梱4

1-734-22
1-734-23
1-734-24
1-734-25

8-651-24 木 霧島盛込器
（小）¥13,500（39.5×29×7.5） 梱10

（中）¥16,250（45×32×7.5） 梱8

（大）¥22,750（54×33×7.5） 梱6

（特大）¥28,000（61×39×7.5） 梱4

1-734-19
1-734-20
1-734-21

8-651-23 木 白山井桁盛込器
（小）¥11,500（30×21×6.5） 梱8

（中）¥15,250（38×21×6.5） 梱6

（大）¥31,000（44×30×7.5） 梱4

1-735-1
1-735-2
1-735-3
1-735-4

8-652-1 木 越前盛込器
（小） ¥24,700（41×30×6） 梱10

（中） ¥30,400（48×32×6） 梱8

（大） ¥39,300（54×38×6） 梱6

（特大） ¥45,000（60×45×6） 梱4

1-735-13
1-735-14

8-652-2 木 大井川盛込器
（小） ¥22,000（48×30×10） 梱6

（大） ¥29,300（64×37×10） 梱4

1-735-5
1-735-6
1-735-7

8-652-3 木 大雪盛込器
（小） ¥24,000（40×30×6.3） 梱8

（中） ¥29,400（50×32×6.3） 梱6

（大） ¥34,700（57×36×6.3） 梱4

1-735-18
1-735-19
1-735-20

8-652-6 木 武蔵盛込器
（小） ¥27,200（54×39×13） 梱5

（中） ¥33,700（60×44×13） 梱3

（大） ¥38,700（69×50×13） 梱3

1-735-8
1-735-9
1-735-10
1-735-11

8-652-4 木 千曲盛込器
（小） ¥9,350 （29×21×6） 梱20

（中） ¥14,000（38×21×6） 梱10

（大） ¥17,600（44×30×6） 梱8

節付 ¥42,500（66×33×10） 梱4

1-735-21
1-735-22

8-652-7 木 石狩格子盛込器
（小） ¥27,750（40×30×10） 梱6

（大） ¥34,000（54×36×10） 梱4

1-736-15
1-736-16
1-736-17

8-652-10 木 金剛盛込器
（小） ¥22,000（46×32×8） 梱6

（中） ¥27,800（55×33×8） 梱4

（大） ¥33,900（60×37×8） 梱3

1-736-18
1-736-19
1-736-20

8-652-11 木 美濃盛込器
（小） ¥9,900 （22×15×6） 梱20

（中） ¥13,250 （26×16×6） 梱15

（大） ¥13,750 （30×22×6） 梱10

1-736-21
1-736-22

8-652-12 木 信長盛込器
（小） ¥19,500（39×26×10） 梱6

（大） ¥32,000（51×33×10） 梱4

M-13-38
8-652-8 木 千鳥盛込器

¥10,500（26.3×18×6.7） 梱15

1-736-1
1-736-2
1-736-3
1-736-4
1-736-5

8-652-9 木 阿蘇盛込器
1号 ¥13,350 （34×26×6） 梱10

2号 ¥16,600 （37×29×6） 梱8

3号 ¥18,300 （41×31×6） 梱6

4号 ¥20,500 （43×33×6） 梱4

5号 ¥22,900 （47×36×6） 梱4

1-736-23
1-736-24
1-736-25

8-652-13 木 磐梯盛込器
（小） ¥19,250（46×29×9） 梱6

（中） ¥24,000（52×30×9） 梱4

（大） ¥30,000（58×35×9） 梱3

1-736-26
1-736-27
1-736-28

8-652-14 木 北上盛込器
（小） ¥16,500（36×24×6） 梱8

（中） ¥23,650（45×30×7） 梱6

（大） ¥29,150（52×37×7） 梱4

1-736-33
1-736-34
1-736-35

8-652-16 木 井戸渕盛込器
（小） ¥37,500（50×30×8） 梱4

（中） ¥46,000（60×36×8） 梱3

（大） ¥69,500（72×42×8） 梱2

1-736-29
1-736-30
1-736-31
1-736-32

8-652-15 木 瀬戸内盛込器
（小） ¥16,500（37×22×6.5） 梱8

（中） ¥30,500（59×33×9） 梱4

（大） ¥38,700（65×38×9） 梱3

（特大） ¥49,900（86×42×9） 梱2

盛

器
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器

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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