
寿司皿用
［高台ゲタ］
寿司皿の上に乗せてお使い
になられますと、より高級感
を演出出来ます。

底面にN.S加工がし
てあり、傾いたときに
も滑りにくくなってお
ります。

O-3-648�85���
木（小）木製寿司ゲタ 
¥1,350（12×9×3）梱80

O-2-258�85��2
TA 丸型高台ゲタ 白木塗 底面N.S加工

¥490（10.9φ×2.2）梱300

O-2-278�85��3
TA 長角高台ゲタ 白木塗 底面N.S加工

¥490（12×9×2）梱300

O-3-678�85��4
TA イカダ型高台ゲタ（小） 白木塗 底面N.S加工

¥490（11×6.6×1.4）梱300

O-3-688�85��5
TA イカダ型高台ゲタ（大） 白木塗 底面N.S加工

¥490（12×7.5×2）梱300

O-3-698�85��6
TA 梅型高台ゲタ 白木塗 底面N.S加工

¥490（10.7×10.7×2）梱300

O-3-708�85��7
TA 扇型高台ゲタ 白木塗 底面N.S加工

¥490（14.5×8×2）梱300

O-2-248�85��8
TA イカダ型高台ゲタ（小） グリーン 底面N.S加工

¥380（11×6.6×1.4）梱300

O-2-238�85���
TA イカダ型高台ゲタ（大） グリーン 底面N.S加工

¥380（12×7.5×2）梱300

O-3-718�85����
TA 丸型高台ゲタ グリーン 底面N.S加工

¥380（10.9φ×2.2）梱300

O-3-728�85����
TA 長角高台ゲタ グリーン 底面N.S加工

¥380（12×9×2）梱300

O-2-158�85���2
TA 丸型高台ゲタ 黒 底面N.S加工

¥380（10.9φ×2.2）梱300

O-2-168�85���3
TA 丸型高台ゲタ 梨地 底面N.S加工

¥380（10.9φ×2.2）梱300

O-2-128�85���4
TA 梅型高台ゲタ 黒 底面N.S加工

¥380（10.7×10.7×2）梱300

O-2-118�85���5
TA 梅型高台ゲタ 朱 底面N.S加工

¥380（10.7×10.7×2）梱300

O-2-188�85���6
TA 長角高台ゲタ 黒 底面N.S加工

¥380（12×9×2）梱300

O-2-198�85���7
TA 長角高台ゲタ 梨地 底面N.S加工

¥380（12×9×2）梱300

O-2-228�85���8
TA 扇型高台ゲタ 梨地 底面N.S加工

¥380（14.5×8×2）梱300

C-2-78�85����
A 丸目皿 白木塗 
¥850（11.3φ×2）梱200

O-3-738�85��2�
TA 丸型高台ゲタ 
金雅渕黒 底面N.S加工

¥980（10.9φ×2.2）梱300

O-3-748�85��2�
TA 長角高台ゲタ 
金雅渕黒 底面N.S加工

¥980（12×9×2）梱300

O-3-758�85��22
TA 扇型高台ゲタ 
金雅渕黒 底面N.S加工

¥980（14.5×8×2）梱300

＊この頁の商品は、一部掛率が異なりますのでご注意下さい。

寿司や、さしみを永楽皿に載せることで豪華に、
またボリュームタップリに演出する事が出来ます。
寿司皿の上に乗せて高級感を演出します。

O-5-948�852�4
A 永楽皿 黒石目 底N.S加工

¥720（12φ×3）

O-5-958�852�5
A 永楽皿 朱石目 底N.S加工

¥720（12φ×3）

O-5-968�852�6
A 永楽皿 梨地 底N.S加工

¥720（12φ×3）

O-5-978�852�7
A 永楽皿 白木塗 底N.S加工

¥790（12φ×3）

O-5-988�852�8
A 永楽皿 新唐津塗 底N.S加工

¥790（12φ×3）

O-5-998�852��
A 永楽皿 色紙金箔S･H塗 底N.S加工

¥1,230（12φ×3）

1-515-168�852��7
A D.X4寸八重桶 黒刷毛目内朱 
¥850（11.4φ×3.6）梱120

S-7-448�852��4
A 4寸両手桶 黒帯朱 
¥1,100（12φ×7.5）梱100

S-7-458�852��3
A 4寸両手桶 白木帯金 
¥1,150（12φ×7.5）梱100

S-7-468�852��5
A 4寸両手桶 溜帯金 
¥1,350（12φ×7.5）梱100

1-619-68�852��6
A 4寸片手かご 溜 
¥450（13.7×12.1φ×4.4）梱400

＊④〜⑪、⑲〜�の商品は、一部掛率が異なりますのでご注意下さい。

O-6-15
8�85��23 木 丸型足付滑り止め付 

¥2,000（11.5φ×2.7） O-6-16
8�85��24 木 扇子型盛台滑り止め付 

¥2,000（14.3×9×3.1）

O-6-17
8�85��25 木 長角ゲタ滑り止め付 

¥2,000（12×9×3） O-6-18
8�85��26 木 丸目皿滑り止め付 

¥2,150（11.5φ×2.1）

 白木ミニ盛台裏面

寿司皿の上や、会席の演出に。

国産白木ミニ盛台
ミニサイズの盛り台として、
寿司皿の上に乗せて。
また、会席やランチの演出に最適です。

木台には滑止めが付いていますので、
安心してご使用になれます。

木製回転寿司看板

1-507-158�852�2�
木 回転寿司看板 5ッ穴
¥12,900（102.4×29.7×4.4）梱2

木 回転寿司看板 4ッ穴
¥11,300（82.5×29.7×4.4）梱4

8�852��� 1-507-14

木 回転寿司看板 3ッ穴
¥9,700（61.6×29.6×4.4）梱6

8�852�2� 1-507-13

回転寿司皿用透明蓋永楽皿
御注文は内袋単位でお願いします。

1-507-17
8�852��� PET 回転寿司皿用 蓋B

（内寸11.7φ×4.4･厚み0.4㎜）梱1,000

1枚 ¥65（1袋）100枚 ¥6,500

1-507-16
8�852��� PET 回転寿司皿用 蓋A 

（内寸11.7φ×4.4･厚み0.8㎜）梱1,000

1枚 ¥125（1袋）100枚 ¥12,500

O-6-13
8�852�� 寿司皿サインスタンド（寿司皿付）

¥1,750（15φ×11.5） O-7-24
8�852�3 寿司皿PRスタンド（寿司皿付）

¥1,400（15φ×10.6）

O-6-128�852��2
A ご注文品 丸台 
¥650（11.9φ×4）

H-36-24
8�852�2 サインスタンドB

¥1,300（10×10）

固定タイプ

●サンプル例

楽々着脱

角度も自由自在

1-515-178�852��8
A D.X4.5寸八重桶 黒刷毛目内朱 
¥900（13.4φ×4.3）梱100
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