
1-228-138��8���
M 信玄弁当 黒内朱 
¥3,200 

（11.8φ×12.6） 梱40

F-1-748��8���
M 信玄弁当 
溜刷毛目内朱 
¥3,550 

（11.8φ×12.6） 梱40

1-229-138��8���
M 3.5寸ひさご弁当 
溜内黒塗 
¥2,850 

（10.5φ×11） 梱70

1-229-148��8���
M 4.2寸ひさご弁当 
溜内黒塗 
¥3,650 

（12.8φ×13.8） 梱50

	 	 M 4.5寸木目そば椀   黒内朱 
 1-217-10 1段（蓋･親） 		 ¥1,800
  （13.6φ×11.2） 梱80
 1-229-21 M 中子 		 ¥700
  （13.6φ×2.4） 梱100
  2段（中子付） 		¥2,500
  （13.6φ×12.5･内寸13.1φ×6.2） 梱60

8��8��� 	 	 大亀甲丼 黒内朱 
 1-219-11 A 1段（蓋･親） ¥1,400
  （15.6φ×13.8） 梱50
 S-8-35 M 中子 	　　					¥850
  （15.6φ×2.5） 梱100
  2段（中子付）  	¥2,250
  （15.6φ×15.5） 梱40

8��8���

1-434-58��8����
Mちょうちん弁当 朱（仕切付） 
¥4,200 （16.6φ×15） 梱30

A ヘギ目丸重用
仕切 朱 
¥300

（14×6.7×2.3）

8��8��� 1-435-5

A 田吾作弁当用
仕切 朱 
¥300

（14×6.7×2.3）梱150

8��8���� 1-435-5

A 5寸大内重
仕切 朱 
¥500

（14.1×7×2.9）

8��8���� 1-435-8
A 5.5寸大内重
仕切 朱 
¥500

（15.4×7.6×3）

8��8���� 1-435-11
A 5.5寸大内重多用
仕切 朱 
¥500

（15.4×7.7×3.2）

8��8���8 F-1-68

び
く
弁
当
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1-437-18������
M びく弁当 黒内朱 
¥3,100 

（12φ×11.5） 梱50

1-437-28������
M びく弁当 春慶内朱 
¥3,250 

（12φ×11.5） 梱50

1-436-58������
A（小）鈴弁当 刷毛目内朱 
¥2,900 

（13φ×14.5） 梱60

1-436-68������
A（大）鈴弁当 刷毛目内朱 
¥3,200 

（16.2φ×15.7） 梱30

1-436-18������
A ひょうたん弁当 
溜刷毛目内朱 
¥3,650 （16.8φ×17） 梱40

1-436-28������
A ひょうたん弁当 
朱かすみ内黒塗 
¥3,900 （16.8φ×17） 梱40

三ツ足弁当

8������

A 三ッ足弁当
仕切 朱 
¥500

（16.6φ×2.8）

8������� 1-437-9

	 	 A 三ッ足弁当 溜パール鈴内朱	
 1-437-7 1段（蓋+足付本体） 		¥2,350 （19φ×8.4）梱60

 1-437-8 中段 		 ¥1,000 （18φ×5.5）梱80

  2段（蓋+足付本体+中段） 		¥3,350 （19φ×13）梱30

8�����8	 	 A 5寸武蔵野椀 黒刷毛目内朱	
  1段（蓋付） 		 ¥2,500 （15.4×16.3×8） 梱48

  2段（蓋付） 		 ¥3,950 （15.4×16.3×12） 梱24

 1-543-18 5寸ボール用蓋 		 ¥950 （15.4×16.3×2） 梱120

 1-439-4 5寸武蔵野椀用中段 		¥1,450 （14.4φ×4.6） 梱80

 1-543-3 5寸武蔵野椀用下段 		¥1,550 （14.2φ×6.7） 梱80

8�������	 	 A 5.5寸武蔵野椀 黒刷毛目内朱	
  1段（蓋付） 		 ¥3,450 （17.7×19×8.5） 梱36

  2段（蓋付） 		 ¥5,450 （17.7×19×13） 梱18

 1-543-19 5.5寸ボール用蓋 		 ¥1,150 （17.7×19×2.2） 梱100

 1-439-8 5.5寸武蔵野椀用中段 		¥2,000 （16.7φ×4.7） 梱60

 1-543-4 5.5寸武蔵野椀用下段 		¥2,300 （16.6φ×7.3） 梱60

M 5.5寸武蔵野椀用
仕切 朱 
¥500

8������� 1-439-9

ふる里弁当

8�������	 	 A ふる里弁当 黒刷毛目内朱	
 1-543-20 蓋 	¥1,300（19.5×20.6×2.2） 梱80

 1-437-4 親 	¥1,200（18φ×5.5） 梱60

A ふる里弁当用
仕切 朱 
¥500 （15.4×7.6×3）梱150

8������� 1-435-11
A ふる里弁当用
多用仕切 
¥500 （15.4×7.7×3.2）

8������� F-1-68

	 	 A 5.5寸ヘギ目丸重 
  黒内朱	
 F-1-61 蓋 		 ¥950
  （16φ×1.8）

 F-1-62 浅親 		 ¥1,050
  （15.2φ×4.7）

 F-1-63 深親 		 ¥1,200
  （15.2φ×6.8）

  1段（深型） 		¥2,150
  （16φ×8）梱50

  2段（深･浅型） 		¥3,200
  （16φ×12.3）梱30

8��8��� 	 	 A 5.5寸ヘギ目丸重 
  溜内朱	
1-582-10 蓋 		 ¥1,050
  （16φ×1.8）

1-582-11 浅親 		 ¥1,100
  （15.2φ×4.7）

 1-582-10A 深親 		 ¥1,250
  （15.2φ×6.8）

  1段（深型） 		¥2,300
  （16φ×8）梱50

  2段（深･浅型） 	¥3,400
  （16φ×12.3）梱30

8��8��8

	 	 A 田吾作弁当 
  溜内朱	
 F-1-64 蓋 		 ¥1,000
  （16.3φ×2.2）

 1-435-2 浅親 		 ¥1,050
  （15.2φ×4.8）

 F-1-65 深親 		 ¥1,250
  （15.2φ×6.7）

  1段（深型） 		¥2,250
  （16.3φ×8）梱48

  2段（深･浅型） 		¥3,300
  （16.3φ×12.6）梱30

8��8���� 	 	 A 田吾作弁当 
  黒朱ライン内朱	
 F-1-66 蓋 		 ¥850
  （16.3φ×2.2）

 1-435-4 浅親 		 ¥1,050
  （15.2φ×4.8）

 F-1-67 深親 		 ¥1,300
  （15.2φ×6.7）

  1段（深型） 		¥2,150
  （16.3φ×8）梱48

  2段（深･浅型） 		¥3,200
  （16.3φ×12.6）梱30

8��8����

	 	 A 5寸大内重 
  黒内朱	
 F-2-56 蓋 		 ¥800
  （15.2φ×2.7）

 1-435-7 中段 		 ¥1,000
  （15.2φ×4.6）

 F-2-57 下段 		 ¥1,050
  （15.2φ×6.7）

  1段（下段） 		¥1,850
  （15.2φ×8.8）梱50

  2段（下段･中段） 		¥2,850
  （15.2φ×13.2）梱30

8��8���� 	 	 A 5.5寸大内重 
  黒内朱	
 F-2-58 蓋 		 ¥1,150
  （16.5φ×3.3）

 1-435-10 中段 		 ¥1,150
  （16.5φ×5.3）

 F-2-59 下段 		 ¥1,550
  （16.5φ×7.4）

  1段（下段） 		¥2,700
  （16.5φ×9.9）梱50

  2段（下段･中段） 		¥3,850
  （16.5φ×15）梱30

8��8����

	 	 A 4寸武蔵野椀 黒刷毛目内朱	
  1段（蓋付） 		 ¥1,750 （13×13.9×7） 梱60

  2段（蓋付） 		 ¥2,900 （13×13.9×11.5） 梱30

 1-543-17 4寸ボール用蓋 		 ¥700 （13×13.9×1.9） 梱150

 1-438-8 4寸武蔵野椀用中段 		¥1,150 （12φ×4.6） 梱100

 1-543-2 4寸武蔵野椀用下段 		¥1,050 （12φ×6） 梱100

8������
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信玄・ちょうちん・ひさご弁当（かわり型）・丸重･田吾作弁当・大内重（かわり型） びく弁当・武蔵野椀789 790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/




