
H-6-428�857��7
陶かぶせ蒸し碗 春秋 限定品
¥800（7.5φ×7.7）

1-872-58�857��8
陶 茶碗蒸し 升ちらし 限定品
¥850（8.4φ×8.6）

1-872-48�857���
陶 茶碗蒸し 舞葉 限定品
¥850（8.4φ×8.6）

8�857�48�857�3

湯呑

8�857�5

ヌキ板

	 	 木 木製造り板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

	 	 木 木製造り板 
 1-745-30 （小） ¥5,000（36×27×6）梱10
 1-745-31 （大） ¥6,350（39×30×6）梱10

	 	 木 木製抜き板 
 1-745-26 （小） ¥3,400（30×21×5.5）梱20
 1-745-27 （大） ¥4,150（42×21×5.5）梱20

1-515-58�857��
A（小）ヌキ板 朱
¥2,100（30×21×6.9）梱50

1-515-68�857�2
A（大）ヌキ板 朱 
¥2,300（42.8×21×6.9）梱40

1-512-18�857�6
AC 波鉢 
¥950（12.7φ×4.4）梱200

1-328-98�857�7
A 4寸丸鉢 朱天黒（段付） 
¥500（11.5φ×4.2）梱200

1-550-2
8�857��5 AC 千筋鉄鉢 ブラウン 

4寸  ¥1,100（11.4φ×4）梱200
4.5寸  ¥1,200（13.3φ×4.2）梱160

H-6-44
8�857�2� 陶 茶碗蒸し（小）

ピンク春秋 限定品

¥730（8.2φ×6.5）
H-6-43

8�857�23 陶ナツメ蒸し碗
クリーム金菱 限定品

¥800（7.8φ×8.5）

1-772-41

H-1-37

1-772-44

H-1-40

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

8�857�2�

A 茶碗蒸しスプーン 赤 
¥130（13.1×2.7）梱1,000

A 茶碗蒸しスプーン 黒 
¥190（13.1×2.7）梱1,000

AC 茶碗蒸しスプーン 別甲 
¥240（13.1×2.7）梱1,000

陶 茶碗蒸しスプーン 白磁 限定品

¥200（13.1×2.7）梱1,000

H-1-14
8�857�22 A 丸茶碗蒸し台 梨地 

¥450（12.5φ×1.3）梱200

1-512-278�857���
AC 4.5寸ケヤキサラダ鉢 透明 
¥890（13.4φ×4.6）梱160

1-512-238�857��4
AC（小）サラダボール 透明 
¥900（13φ×4.2）梱160

1-512-228�857��3
A（小）サラダボール 溜 
¥650（13φ×4.2）梱160

1-512-298�857��2
AC 4.5寸ケヤキサラダ鉢 ブラウン 
¥1,290（13.4φ×4.6）梱160

1-512-288�857���
AC 4.5寸ケヤキサラダ鉢 ブルー 
¥1,290（13.4φ×4.6）梱160

H-10-548�857��6
陶 茶碗蒸し 竜田川 限定品
¥850（9.1φ×9）

1-512-26
8�857�8 A ケヤキサラダ鉢 溜 

4.5寸 ¥810 （13.4φ×4.6）梱160
5寸 ¥950 （14.9φ×4.6）梱1001-771-2

1-548-1
8�857�� A 千筋鉄鉢 外黒塗内朱天黒 

4寸 ¥700 （11.4φ×4）梱200
4.5寸 ¥800 （13.3φ×4.2）梱1601-548-2

1-550-3

Ⓒ Ⓓ

1-513-18�858��
TA 切立湯呑 茶乾漆 
¥780（7.6φ×7.8）梱100

1-513-78�858�7
TA 筋入湯呑 天目 
¥1,180（8.3φ×7.7）梱100

1-513-138�858��3
M 湯のみ 青海波 
¥690（7.2φ×9.4）梱100

O-89-58�858���
TA 切立湯呑 茶にグリーン竹 
¥650（7.6φ×7.8）梱100

1-513-28�858�2
TA 切立湯呑 灰釉 
¥1,140（7.6φ×7.8）梱100

1-513-88�858�8
TA 筋入湯呑 白河 
¥1,180（8.3φ×7.7）梱100

M-15-4-28�858��4
M 長湯呑 益子 
¥430（6.7φ×7.9）梱100

O-89-68�858�2�
TA 切立湯呑 金パール老松 
¥700（7.6φ×7.8）梱100

1-513-38�858�3
TA 切立湯呑 天目 
¥1,140（7.6φ×7.8）梱100

1-513-98�858��
TA 筋入湯呑 茶時雨 
¥1,180（8.3φ×7.7）梱100

O-89-18�858��5
TA 切立湯呑 茶 
¥600（7.6φ×7.8）梱100

O-89-78�858�2�
TA 切立湯呑 金パール黒松 
¥840（7.6φ×7.8）梱100

1-513-48�858�4
TA 切立湯呑 白河 
¥1,140（7.6φ×7.8）梱100

1-513-108�858���
M 湯のみ ブラック 
¥820（7.3φ×9.5）梱100

O-89-28�858��6
TA 切立湯呑 白にブルー竹 
¥600（7.6φ×7.8）梱100

O-89-88�858�22
TA 切立湯呑 茶に白松 
¥840（7.6φ×7.8）梱100

1-513-58�858�5
TA 筋入湯呑 益子 
¥800（8.3φ×7.7）梱100

1-513-118�858���
M 湯のみ マロン 
¥820（7.3φ×9.5）梱100

O-89-38�858��7
TA 切立湯呑 白にグリーン竹 
¥600（7.6φ×7.8）梱100

O-89-98�858�23
TA 切立湯呑 茶に御所車 
¥840（7.6φ×7.8）梱100

1-513-68�858�6
TA 筋入湯呑 グリーン乾漆 
¥800（8.3φ×7.7）梱100

1-513-128�858��2
M 湯のみ ホワイトゴマ 
¥820（7.3φ×9.5）梱100

O-89-48�858��8
TA 切立湯呑 茶に白竹 
¥650（7.6φ×7.8）梱100

O-89-108�858�24
TA 切立湯呑 梨地御所車 
¥880（7.6φ×7.8）梱100

＊この頁の商品は、掛率が異なりますので
ご注意下さい。

※名入れは、色柄など
ご自由に入れられます。

※原版代、ネーム代は
別途かかります。

　お問い合わせ下さい。

Ⓐ Ⓑ

限定品 海外生産のため、在庫を確認の上、ご注文下さい。 H-1-15
8�857�24 A 角茶碗蒸し台黒木目 

¥500（12.8×12.8×1.6）梱200

寿

司

寿

司

ヌキ板・サラダボール ･茶碗蒸し857 858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/




