
657 658演出器竹珍味・竹盛器

8-657-18 竹 トラ竹オードブル
1-751-4 尺0寸 ¥5,500（30φ×7）梱20

1-751-5 尺1寸  ¥6,100（33φ×8）梱20

1-751-6 尺2寸  ¥6,500（36φ×8）梱20

8-657-27 竹 岩萩　黒
   M-15-37（大）¥1,350（35×12）

   M-15-38（中）¥1,100（18×18）

   M-15-39（小） ¥750（11×11）

8-657-25 竹 岩萩
    M-3-61 ミニ ¥1,450（5×23）

    M-3-62（小）¥2,200（8×16）

    M-3-63（大）¥2,900（16×22）

8-657-24 竹 萩すだれ
　M-3-68 ミニ ¥1,150（11×16）

　M-3-69（小）¥1,250（13×30）

　M-3-70（大）¥1,600（16×30）

8-657-14 木 丸目皿 
朱木目/黒干筋 

M-15-34 （小） ¥900
（11.4φ×0.5） 梱200

M-15-35 （中） ¥950
（14φ×0.5）   梱150

M-15-36 （大）¥1,150
（17.4φ×0.5）梱100

8-657-13 竹 溜塗白山 直送
1-747-15（小）¥2,950

（16φ×2.5）梱100

1-747-16（中）¥3,950
（21.5φ×3）梱80

1-747-17（大）¥5,200
（29.5φ×4）梱60

8-657-23 竹 巻す
　1-748-1 8寸並 ¥1,350（24×24）梱200

　1-748-2 9寸並 ¥1,700（27×27）梱200

　1-748-3 尺0寸並 ¥2,000（30×30）梱200

8-658-1（中）アイスペール（スノ子白）
1-756-3 木枠 ¥4,600（34×18.8×6.5）

1-756-3A スノ子 ¥1,400（29.8×15.1×1.6）

8-658-2（小）アイスペール（スノ子白）
1-756-1 木枠 ¥4,200（24.3×17.2×6.5）

1-756-1A スノ子 ¥1,300（20×13.2×1.6）

8-658-3（大）アイスペール（スノ子白）
1-756-2 木枠 ¥5,500（34×34×6.5）

1-756-2A スノ子 ¥2,800（29.8×30.2×1.6）

8-657-26 竹 岩萩（針金入）
    M-3-64 ミニ ¥1,650（5×23）

    M-3-65（小）¥3,300（9×15）

    M-3-66（中）¥4,100（13×15）

    M-3-67（大）¥5,000（15×22）

8-657-17 竹 晒竹オードブル 
M-24-37 9寸      ¥2,800（27φ×7）梱20

M-24-38 尺0寸 ¥3,200（30φ×7）梱20

M-24-39 尺1寸 ¥3,850（33φ×7.5）梱20

8-657-19 木 丸目皿 朱木目/黒干筋 
M-23-80 21.5φ¥1,300（21.5φ×0.5）

M-23-81 23φ ¥1,750（23φ×0.5）

M-23-82 26.5φ¥2,100（26.5φ×0.5）

M-23-83 29φ ¥2,850（29φ×0.5）

M-23-84 31.5φ¥3,000（31.5φ×0.5）

8-657-20 A 樹脂丸目皿 朱乾漆/黒乾漆
M-23-85 21φ ¥1,700（21.2φ×0.3）

M-23-86 25φ ¥2,200（24.7φ×0.3）

M-23-87 30φ ¥2,650（30.3φ×0.3）

8-657-6 竹 マーブルバスケット（10φ×4）限定品  直送
　M-13-71 緑 ¥1,450 梱200

　M-13-72 黄 ¥1,450 梱200

　M-13-73 ピンク¥1,450 梱200

8-657-3 竹 連ぎょう（1枠用） 直送
¥2,700（13×9×8）梱801-750-1

8-657-7
竹 若竹ハス切  直送
¥1,750（6φ×6）梱100

1-748-10

8-658-8
角皿アイスプレート  
¥700（11×11×1.5）梱200

1-756-8

8-658-4
丸アイスプレート 10φ 
¥350（10φ）梱400

1-756-4 8-658-5
丸アイスプレート 12φ 
¥450（12φ）梱250

1-756-5

8-658-13
15㎝アイスサラダボール（ザル付） 
¥1,400（17.3φ×5.5）

S-7-92

8-658-17
氷鉢 菊型製氷器（盛器別売）
¥12,900（18.5×18.5×6）

1-756-17 8-658-18
氷鉢 木の葉型製氷器（盛器別売）
¥13,250（23.5×17×6.5）

1-756-18

8-658-19
氷鉢 舟型製氷器（盛器別売）
¥13,250（28×15.2×5.5）

1-756-19

8-658-26飾り松（大）岩付 
¥6,000（29×17×26）梱361-752-9

8-658-34
飾り梅 白（小） 限定品
¥4,700（17×12×15）梱72

1-753-118-658-31
飾り梅 紅梅（小） 限定品
¥4,700（17×12×15）梱72

1-753-8 8-658-32
飾り梅 紅梅（中） 限定品
¥5,000（20×13×33）梱48

1-753-9 8-658-33
飾り梅 紅梅（大） 限定品
¥7,700（33×13×26）梱36

1-753-10 8-658-35
飾り梅 白（大） 限定品
¥7,700（33×13×26）梱36

1-753-13

8-658-36
アヤメ 大石付 限定品
¥4,100（12×25）梱72

1-753-14 8-658-37
水仙 大石付 限定品
¥4,100（12×25）梱72

1-753-15

8-658-28新（中）飾り松 
¥4,350（27×16×24）梱501-752-11

8-658-29新（大）飾り松 
¥5,250（36×20×19）梱401-752-12

8-658-30新（特大）飾り松 
¥9,800（38×24×35）梱201-752-13

8-658-27飾り松（特大） 限定品   
¥9,800（55×22×27）梱201-752-10

8-658-20
氷鉢 八角盛鉢製氷器（盛器別売）
¥13,250（20.8×16.5×7.4）

1-756-20

（小）白木舟型盛込器  
¥7,000（30×21.5×7）

1-756-24
（小）白木舟型盛込器  

¥7,000（30×21.5×7）

1-756-24

ひの木井桁盛器 
¥14,000（29×21.2×7）

1-756-25
ひの木井桁盛器 
¥14,000（29×21.2×7）

1-756-25

8-658-14
クールパック  L-60  60g（170入）
¥10,100（7×12）

M-17-12 8-658-15
クールパック  S-4  40g（200入）
¥10,100（8×8）

M-13-69 8-658-16
クールパック  S-5  50g（150入）

¥8,850（8×10）

M-13-70

8-658-6
丸アイスプレート 13φ 
¥650（13φ）梱250

1-756-6 8-658-7
丸アイスプレート 18φ 
¥800（18φ）梱100

1-756-7

8-658-11
ひょうたんアイス

（1500バラ入） 
¥50,000（5.5×3）

1-756-15 8-658-12
ひょうたんアイス

（25入×40袋入） 
¥40,000（5.5×3）

1-756-168-658-10
（小）ミニアイス 
（250入）
¥11,150（10×5）

1-756-118-658-9
角鉢アイスプレート  
¥700（11×11×3.1）梱200

1-756-9

8-657-4 竹 連ぎょう（2枠用） 直送
¥3,600（21×9×8）梱601-750-2

8-657-5 竹 連ぎょう（3枠用） 直送
¥4,750（31×9×8）梱401-750-3
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8-657-22 竹 萩  鎌倉 直送
　M-3-81（小）¥3,400（7×16）

　M-3-82（大）¥5,000（10×20）○S
○R

○A

○S○RⓆ

8-657-15 竹 高台オードブル
M-15-43 8寸 ¥4,250（24φ×6.5）

M-15-44 9寸 ¥4,600（27φ×7）

M-15-45 尺0寸 ¥5,250（30φ×7）

M-15-46 尺1寸 ¥5,750（33φ×7）

M-15-47 尺2寸 ¥6,100（36φ×8）

8-657-16 竹 高台茜オードブル
M-15-48 8寸 ¥4,600（24φ×6.5）

M-15-49 9寸 ¥4,950（27φ×7）

M-15-50 尺0寸 ¥5,600（30φ×7）

M-15-51 尺1寸 ¥6,100（33φ×7）

M-15-52 尺2寸 ¥6,450（36φ×8）

8-657-8
竹 びく（小） 直送
¥400（7φ×3.5）梱200

1-749-7 8-657-11
竹 宝恵かご（小） 直送
¥2,300（18×11×10）梱80

1-749-10

8-657-21
竹 萩・満月 Ⓠ 直送
¥1,800（14×6×9）

M-3-80

8-657-12
竹 宝恵かご（大） 直送
¥2,500（25×15×14）梱60

1-749-118-657-9
竹 びく（中） 直送
¥550（10φ×4.5）梱150

1-749-8 8-657-10
竹 びく（大） 直送
¥950（14φ×6）梱100

1-749-9

8-657-1
竹（中）手付六ツ目篭 直送
本体 ¥2,950（15φ×14）梱40

木 目皿 朱 ¥1,500（14×14）

1-747-13 8-657-2
竹（大）手付六ツ目篭 直送
本体 ¥3,250（19φ×16）梱30

木 目皿 朱 ¥1,700（17×17）

1-747-14

　M-13-74 黒 ¥1,450 梱200

　M-13-75 茶 ¥1,450 梱200

○D
○E

製氷器・木製盛器

飾り松

■製氷器に水を入れて、冷凍室にて凍らせて下さい（10〜12時
間）。冷凍室より取り出して、室温にて放置し、表面に付いた霜
が溶けてから取り出して下さい。

8-658-21飾り松（小）岩付 
¥3,300（17×9×14.5）梱721-752-7

8-658-24 ミニ飾り松（岩なし） 
¥800（17×6×9）梱1001-752-1

8-658-25 ミニ飾り松（岩付） 
¥2,200（18×6×12）梱1001-752-2

8-658-22プチ飾り松
¥500（5.7×5）梱200M-13-62

8-658-23新（小）飾り松
¥3,600（16×10×12）梱801-752-4
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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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ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




