
655 656白木盛台・竹盛器白木舟・桧北前舟・盛込舟（国産）・網・盛桶

桧盛込舟

 8-656-2  木 イカダ盛台  
 1-743-1 （小） ¥9,350 （29×18×6） 梱6

 1-743-2 （大） ¥12,450 （40×21×6） 梱4

8-656-3  木 桧坂足盛台  
 1-743-9 （小） ¥5,600 （24.5×15×6.2） 梱20

 1-743-10 （大） ¥6,300 （27.5×15×6.2） 梱15

 8-656-4  木 四方羽反盛台  
 1-743-11 7寸 ¥4,750
  （21×12×2.4） 梱20

 1-743-12 8寸 ¥5,100
  （23.9×15×2.5） 梱15

 1-743-13 9寸 ¥7,750
  （27×18×2.5） 梱10

 1-743-14 尺0寸 ¥9,600
  （30×18×2.5） 梱8

1-747-12
8-656-9 竹（大）若竹 ユリカズラ  

¥2,800（19φ×3）梱100

 1-749-38-656-10
竹 鮎皿（小）  
¥1,700（17.5×13.5×2.5）梱80

1-747-28-656-12
竹 溜塗白雲篭（小）  
¥5,550

（16φ×14）梱40

1-750-188-656-19
竹 菓子器 
¥3,900

（14φ×8.5）梱60

1-750-198-656-20
竹 ミニ2段重  
¥6,300

（14φ×19）梱30

1-747-38-656-13
竹 溜塗白雲篭（大）  
¥7,000

（21.5φ×17）梱30

 1-749-48-656-11
竹 鮎皿（大）
¥1,850（24×16×3）梱60

●Ⓐ

1-747-4
8-656-14 竹 七瀬篭  

¥4,850（16.5φ×25）梱40

●Ⓐ
1-747-8
8-656-17 竹 京美篭（中）  

¥11,700（16φ×25）梱40

●Ⓓ

1-747-5
8-656-15 竹 染竹楽味篭 

¥4,650（17φ×19.5）梱40

●Ⓑ
1-747-9
8-656-18 竹 京美篭（大）  

¥13,450（19φ×27.5）梱30

●Ⓔ

1-747-7
8-656-16 竹 京美篭（小）

¥10,750（13φ×22）梱50

●Ⓒ

●Ⓑ

●Ⓔ

●Ⓒ ●Ⓓ ●⑲ ●⑳

1-738-18-655-12
木 3尺檜北前舟 （国産）（網別売）
¥169,700（90×31×38.2）梱2

1-738-28-655-13
木 3尺5寸檜北前舟（国産）（網別売） 
¥182,000（110×32.8×37.5）梱2

1-738-38-655-14
木 4尺檜北前舟（国産）（網別売） 
¥303,000（120×39×39.5）梱1

1-738-78-655-3
木 1人盛込舟（国産）    
¥11,000（30×13.2×9.3）梱10

1-738-88-655-4
木 尺6寸盛込舟（国産）    
¥21,000（48×15×16）梱6

1-738-98-655-5
木 荒磯盛込舟（国産）    
¥22,500（51×18×5）梱4

M-23-798-655-6
木 川舟盛込舟（国産）    
¥17,000（37×16.3×9.2）梱10

1-738-108-655-8
木 2尺盛込舟（国産）    
¥33,500（60×20.4×35）梱3

1-738-118-655-9
木 2尺5寸盛込舟（国産） （網別売） 
¥43,400（80×28×19.4）梱2

 M-13-49 尺0寸本体 ¥10,500 （30.2φ×7.5）

 M-13-49A 尺0寸目皿 ¥3,600
 M-13-50 尺1寸本体 ¥11,500 （33φ×7.5）

 M-13-50A 尺1寸目皿 ¥4,200
 M-13-51 尺3寸本体 ¥17,500 （39φ×7.5）

 M-13-51A 尺3寸目皿 ¥6,300

 8-655-17  木 盛桶 茶木目  
 M-13-45 5寸本体  ¥4,700 （15φ×7.5）

 M-13-45A 5寸目皿 ¥1,800
 M-13-46 7寸本体  ¥6,500 （21φ×7.5）

 M-13-46A 7寸目皿 ¥2,100
 M-13-47 8寸本体 ¥8,000 （23.8φ×7.5）

 M-13-47A 8寸目皿 ¥2,400 
 M-13-48 9寸本体 ¥8,800 （27φ×7.5）

 M-13-48A 9寸目皿 ¥3,350

 1-743-27 尺2寸 ¥12,800 （36.4×21.5×3） 梱6

 1-743-28 尺4寸 ¥16,000 （42.5×24.2×3） 梱4

 1-743-29 尺5寸 ¥19,800 （45×27.3×3） 梱3

8-656-8  木 白木立田川盛台  
 1-743-23 7寸 ¥4,550 （21.4×12.5×2.7） 梱20

 1-743-24 8寸 ¥5,600 （24.3×15.2×2.7） 梱15

 1-743-25 9寸 ¥7,200 （27.3×18.5×2.7） 梱10

 1-743-26 尺0寸 ¥9,100 （30.6×18.5×2.7） 梱8

タガが抜けない新工法（PAT）

O-6-59
8-655-1 木 2尺2寸豊漁舟（アミ付）  

¥24,200（66×24.4×40.6）梱4 O-6-60
8-655-2 木 2尺5寸豊漁舟（アミ付）  

¥26,500（75×25.5×47.8）梱4

M-15-28
8-655-7 盛込舟用網 

¥3,000

 8-655-10  木 盛込舟（国産）（網別売）  
 1-738-12 3尺 ¥50,000（90×31×20.7） 梱2

 1-738-13 3尺5寸 ¥60,500（110×36.8×22.4） 梱2

 8-655-11  木 盛込舟（国産）（網別売）  
 1-738-14 5尺  ¥222,000（150×42）梱1

 1-738-15 6尺  ¥362,000（180×52）梱1

  木 小判片手桶（目皿付） 

 M-13-41 7.5寸 ¥17,600
  （23.5×18.5×16.5）梱10

 M-13-42 9寸 ¥20,300
  （26.8×21.5×16.6）梱10

8-655-15   木 小判桶盛込器 茶木目（目皿付） 

 M-13-43 （小） ¥23,500
  （29.2×22×8.4） 梱10

 M-13-44 （大） ¥25,700
  （35.7×27.5×8.5） 梱10

8-655-16

 8-656-5  木 桧新型節付盛皿  
 1-743-3 7寸 ¥4,100 （21×15×3） 梱30

 1-743-4 8寸 ¥4,300 （24×15×3） 梱20

 1-743-5 9寸 ¥5,300 （27×18×3） 梱20

 1-743-6 尺0寸 ¥7,050 （30×18×3） 梱20

 1-743-7 尺2寸 ¥10,550 （36×24×3） 梱10

 1-743-8 尺5寸 ¥17,300 （45×30×3） 梱10

8-656-6  木 白木葵盛台  
 1-743-15 7寸 ¥3,750 （21.2×12.1×2.7） 梱20

 1-743-16 8寸 ¥4,300 （24.2×15.2×2.7） 梱15

 1-743-17 9寸 ¥5,900 （27.2×18×2.7） 梱10

 1-743-18 尺0寸 ¥6,950 （30.2×18×2.7） 梱8

 8-656-7  木 節付日野盛台  
 1-743-19 7寸 ¥4,550 （21.3×12.5×3） 梱20

 1-743-20 8寸 ¥5,600 （24.3×15.2×3） 梱15

 1-743-21 9寸 ¥7,200 （27×18.3×3） 梱10

 1-743-22 尺0寸 ¥9,100 （29.9×18.3×3） 梱8

M-21-9
8-656-1 木 8寸白木両反盛皿   

¥2,400（24.2×12×2.8）

直送直送

直送直送

直送

直送

直送

直送 直送

直送  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。 
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器
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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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