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盛

器

白木盛器・飯切・江戸びつ・白木盛台・盛皿 日本製白木盛込器 日本製

1-737-18-653-3
木 舟型盛込器 白木（小）  
¥32,800（37×23.4×6）梱6

1-737-28-653-4
木 舟型盛込器 白木（中）  
¥34,800（42×27.3×8）梱4

1-737-38-653-5
木 舟型盛込器 白木（大）  
¥37,800（47.5×31.3×8.1）梱2

 8-653-1  木 丸桶（スノ子付）  
 1-737-4 7寸 ¥7,800 （21.5φ×6.7） 梱20

 1-737-5 8寸 ¥9,250 （24.1φ×6.7） 梱15

 1-737-6 9寸 ¥12,500 （27.5φ×7） 梱10

 1-737-7 尺0寸 ¥14,000 （30.7φ×7.3） 梱10

 1-737-80 尺1寸 ¥15,200 （34φ×7.3） 梱8

 1-737-90 尺2寸 ¥19,500 （37.6φ×9.3） 梱6

 1-737-10 尺4寸 ¥27,500 （42.6φ×10.4） 梱4

 1-737-11 尺6寸 ¥42,000 （48.8φ×10.4） 梱3

M-13-39
8-653-6 木 菱舟長角盛込器（目皿付）  

¥20,500（43.8×32.2×3.9）梱10

M-13-40
8-653-7 木 菱舟角盛込器（目皿付）  

¥28,500（43.8×43.8×3.9）梱10

1-737-19
8-653-88 木（中）能登盛器

（表）浜千鳥陶器（裏）スノ子付
¥32,750

（40×27×9･陶板32.5×22.8）梱2

  木 小判桶（スノ子付） 

 1-737-12 （小） ¥14,500（24×18×6）梱8

 1-737-13 （中） ¥26,500（36×28×9）梱6

 1-737-14 （大） ¥31,300（45×33×9）梱4

8-653-2

1-740-4
8-653-16 木（中）白木尺4寸日本橋  

¥32,500（42×19×15）梱6

1-740-5
木（大）白木2尺日本橋  
¥41,500（60×24×17）梱2

1-740-108-653-14
木 尺7寸扇橋盛込器  
¥30,000（50×25×18）梱4

1-740-18-653-13
木（特大）白木3尺日本橋  
¥78,500

（90×36×24）梱2

1-740-88-653-12
木 3尺扇橋盛込器  
¥89,000

（90×38×20）梱2

 8-653-17  木 六角盛器 白木（目皿付）  
 M-13-52 （小） ¥10,500（23.5×20.5×5）  梱30

 M-13-53 （中） ¥11,800（28.2×24.4×5.3）梱20

 8-653-18  木 イカダ型盛込台  
 1-744-2 尺0寸 ¥13,000 （30×24×8.5） 梱8

 1-744-3 尺5寸 ¥21,000 （45×33×8.5） 梱3

 1-744-4 2尺 ¥34,000 （60×42×9） 梱2

 8-653-19  木 檜雲流型絵付柾盛台  
 1-744-5 7寸 ¥4,400 （21×12×3） 梱20

 1-744-6 7寸（大） ¥4,900 （21×15×3） 梱20

 1-744-7 8寸 ¥5,400 （24×15×3） 梱15

 1-744-8 9寸 ¥6,500 （27×18×3） 梱10

 1-744-9 尺2寸 ¥18,250 （36×24×3） 梱6

 1-744-10 尺5寸 ¥30,000 （45×30×3） 梱3

M-3-55
8-653-9 木 桧盛込松嶋（小）  

¥22,500（37.7×21×6.9）梱8

M-3-56
木 桧盛込松嶋（中）  
¥29,000（48.3×28.3×6.9）梱4

M-3-57
木 桧盛込松嶋（大）  
¥37,000（56.5×30.5×6.9）梱2

M-3-52
8-653-10 木 桧盛込観梅（小）  

¥23,000（38×28×6.4）梱6

M-3-53
木 桧盛込観梅（中）  
¥32,000（45×33×7.3）梱5

M-3-54
木 桧盛込観梅（大）  
¥37,000（55×41×7.3）梱4

M-3-58
8-653-11 木 桧両面盛込雲海（小）  

¥26,000（38×22.5×6.8）梱8

M-3-59
木 桧両面盛込雲海（中）  
¥31,500（45×27.5×6.8）梱6

M-3-60
木 桧両面盛込雲海（大）  
¥39,000（54.8×35.3×6.8）梱4

1-740-2
8-653-15 木（特小）白木9寸日本橋1人用  

¥23,000（26×11×10）梱10

1-740-3
木（小）白木9寸日本橋  
¥27,500（26×16×10）梱10

 8-654-1  木 さわら飯切  
 1-745-1 尺2寸 ¥10,300 （36φ×9･7合） 梱6

 1-745-2 尺4寸 ¥13,000 （42φ×10･1.5升） 梱5

 1-745-3 尺6寸 ¥26,700 （48φ×11･2.5升） 梱4

 1-745-4 尺8寸 ¥35,500 （54φ×13･3升） 梱3

 1-745-5 2尺 ¥42,500 （60.7φ×16.2･4升） 梱2

 1-745-6 2尺2寸 ¥49,200 （67.5φ×17.7･5升） 梱2

 1-745-7 2尺4寸 ¥64,600 （72.3φ×17.5･5.5升） 梱2

 1-745-8 2尺5寸 ¥75,000 （75.7φ×17.6･6升） 梱2

 1-745-9 2尺6寸 ¥82,500 （79φ×19.5･6.5升） 梱2

8-654-2  木 江戸びつ  
 1-745-10 7合用 ¥22,000 （24φ×16.5） 梱6

 1-745-11 1升用 ¥27,000 （27φ×18） 梱4

 1-745-12 1.5升用 ¥34,300 （30φ×20） 梱4

 1-745-13 2升用 ¥46,500 （33φ×21） 梱3

 1-745-14 3升用 ¥55,500 （36φ×23） 梱3

 1-745-15 4升用 ¥73,500 （39φ×24） 梱2

 1-745-16 5升用 ¥90,000 （42φ×26） 梱2

 8-654-4  木 造り板  
 1-745-30 （小） ¥5,000 （36×27×6）梱10

 1-745-31 （大） ¥6,350 （39×30×6）梱10

 8-654-5  木 角びつ  
 1-745-18 3升用 ¥36,500 （39×27×21.5） 梱3

 1-745-19 5升用 ¥45,000 （42×27×23） 梱2

8-654-7  木 造り板S型  
 1-745-28 （小） ¥4,400 （42×21×5.5） 梱20

 1-745-29 （大） ¥5,500 （45×30×5.5） 梱20

 8-654-6  木 抜き板  
 1-745-26 （小） ¥3,400 （30×21×5.5） 梱20

 1-745-27 （大） ¥4,150 （42×21×5.5） 梱20

 8-654-8  木 檜溝付き台  
 1-744-23 （小） ¥5,200 （21.2×13.7） 梱20

 1-744-24 1人用 ¥6,950 （23×15.1） 梱15

 1-744-25 2人用 ¥8,550 （25.8×18.1） 梱12

 1-744-26 3人用 ¥10,800 （30.3×21.2） 梱10

 1-744-27 4人用 ¥13,900 （33.3×24.2） 梱8

 1-744-28 5人用 ¥17,000 （36.3×27.3） 梱6

 1-744-29 7人用 ¥24,900 （42.4×30.3） 梱4

8-654-9  木 九頭竜盛込器  
 1-744-30 1人用 ¥16,750 （27×21） 梱10

 1-744-31 2人用 ¥22,200 （30×24） 梱8

 1-744-32 3人用 ¥27,900 （33×27） 梱6

 1-744-33 4人用 ¥31,500 （36×30） 梱4

 1-744-34 5人用 ¥36,400 （39×33） 梱4

 1-744-35 6人用 ¥39,000 （42×33） 梱3

 1-744-36 7〜8人用（小） ¥44,200 （45×33） 梱3

 1-744-37 9〜10人用（中） ¥56,200 （51×36） 梱2

1-742-27
8-654-17 木 長角のぞき  

¥2,000
（9.8×6.6×2.6）梱150

1-742-28
8-654-18 木 正角のぞき  

¥1,750
（9.3×9.3×2.2）梱150

1-742-29
8-654-19 木 扇盛皿  

¥5,000
（24×15×6）梱15

1-742-30
8-654-20 木 扇盛皿 段付白木  

¥8,500
（27×18×7.5）梱10

 8-654-14  木 節付盛皿  
 1-742-19 7寸 ¥3,700 （21×12×3） 梱20

 1-742-20 8寸 ¥4,550 （24×15×3） 梱15

 1-742-21 9寸 ¥6,200 （27×18×3） 梱10

 1-742-22 尺0寸 ¥8,650 （30×21×3） 梱8

 8-654-16  木 節付マナ板  
 1-742-23 7寸 ¥3,920 （21×15×6）梱20

 1-742-24 8寸 ¥4,650 （24×15×6）梱15

 1-742-25 9寸 ¥6,050 （27×18×6）梱10

 1-742-26 尺0寸 ¥9,750 （30×21×6）梱8

 8-654-11  木 桧新型盛皿  
 1-742-1 7寸 ¥4,300 （21×15×3） 梱30

 1-742-2 8寸 ¥4,450 （24×15×3） 梱20

 1-742-3 尺0寸 ¥7,050 （30×18×3） 梱20

 1-742-4 尺2寸 ¥10,550 （36×24×3） 梱10

 1-742-5 尺5寸 ¥17,700 （45×30×3） 梱10

  木 白木盛台 

 1-742-6 7寸 ¥3,250
  （21×15×6）梱20

 1-742-7 8寸 ¥4,300
  （24×15×6）梱15

 1-742-8 尺0寸 ¥7,150
  （30×18×6）梱8

 1-742-9 尺2寸 ¥11,000
  （36×24×7）梱6

 1-742-10 尺4寸 ¥15,750
  （42×27×7）梱4

 1-742-11 尺5寸 ¥19,150
  （45×30×7）梱3

 1-742-12 尺6寸 ¥24,500
  （48×33×7）梱2

8-654-12

  木 白木盛皿 

 1-742-13 7寸 ¥3,700
  （21×12×3）梱20

 1-742-14 8寸 ¥4,600
  （24×15×3）梱15

 1-742-15 9寸 ¥5,600
  （27×18×3）梱10

 1-742-16 尺0寸 ¥7,700
  （30×21×3）梱8

8-654-13

  木 桧末広盛台 

 1-742-17 （小）¥4,900
  （26×15×6）梱15

 1-742-18 （大）¥8,700
  （35×18×6）梱10

8-654-15

 8-654-10  木 桧杓子  
 M-4-15 16㎝ ¥400 （16） 梱100

 M-4-16 19㎝ ¥440 （19） 梱100

 M-4-17 21㎝ ¥450 （21） 梱100

 M-4-18 24㎝ ¥780 （24） 梱100

 M-4-19 29㎝ ¥980 （29） 梱100

 M-4-20 35㎝ ¥1,400 （35） 梱50

 M-4-21 45㎝ ¥2,800 （45） 梱50

 M-4-22 48㎝ ¥3,000 （48） 梱50

 M-4-23 51㎝ ¥3,800 （51） 梱50

 M-4-24 60㎝ ¥5,100 （61） 梱50

M-4-25
8-654-3 木 桧サーバー（大）30㎝  

¥900（29）梱100

タガが抜けない新工法（PAT）

限定品

盛

器
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