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強化アクリル光輝

8-892-1	 	 AC 光輝鉄鉢 ブラウン 
 1-550-1 4寸ボール 		¥1,000 （11.5φ×4.2）	 梱200
 1-550-2 4寸 		 ¥1,100 （11.4φ×4）	 梱200

 1-550-3 4.5寸 		¥1,200 （13.3φ×4.2）	 梱160
 1-550-4 5寸 		 ¥1,800 （16φ×6.4）	 梱100

 1-550-5 6寸 		 ¥2,400 （18.4φ×6.5）	 梱80

 1-550-6 7寸 		¥2,800 （21φ×6.5）	 梱60

 1-550-7 8寸 		¥3,400 （23.6φ×6.5）	 梱40
 1-550-8 9寸 		¥4,000 （26.8φ×6.8）	 梱30

 1-550-11 4.5寸 		¥1,200 （13.3φ×4.2）	 梱160
 1-550-12 5寸 		 ¥1,800 （16φ×6.4）	 梱100

 1-550-13 6寸 		 ¥2,400 （18.4φ×6.5）	 梱80

 1-550-14 7寸 		¥2,800 （21φ×6.5）	 梱60

 1-550-15 8寸 		¥3,400 （23.6φ×6.5）	 梱40
 1-550-16 9寸 		¥4,000 （26.8φ×6.8）	 梱30

8-892-2	 	 AC 光輝鉄鉢 グリーン 
 1-333-16 4寸ボール 		¥1,000 （11.5φ×4.2）	 梱200
 1-550-10 4寸 ¥1,100 （11.4φ×4）		 梱200

 1-550-22 6寸 		¥2,300 （18.4φ×6.5）	 梱80
 1-550-23 7寸 		¥3,350 （21φ×6.5）	 梱60

 1-550-24 8寸 		¥4,000 （23.6φ×6.5）	 梱40
 1-550-25 9寸 		¥4,350 （26.8φ×6.8）	 梱30

8-892-4	 	 AC 光輝鉄鉢 淡雪 銀河 
 1-550-19 4寸 		 ¥1,200 （11.4φ×4）	 梱200

 1-550-20 4.5寸 		¥1,450 （13.3φ×4.2）	 梱160
 1-550-21 5寸 		 ¥1,800 （16φ×6.4）	 梱100

1-550-17
8-892-3 AC 梅小鉢 淡雪 銀河 

¥1,000 （9φ×4.6）	 梱200

1-550-18
AC 4寸小鉢 淡雪 銀河 
¥1,200 （11.4φ×4.3）	梱200

1-512-18-892-9
AC 波鉢 
¥950（12.7φ×4.4）梱200

1-329-188-892-10
AC 4寸小鉢 淡雪グリーン金箔 
¥1,750（11.4φ×4.5）梱200

1-329-208-892-7
AC 4寸スーパー丸鉢 ブルー 
¥1,000（11.5φ×4.2）梱200

8-892-8	 	 AC 千筋鉄鉢 
 1-512-7 4寸 ブルー
  ¥1,100 
  （11.4φ×4）梱200

 1-512-8 4.5寸 ブルー
  ¥1,200 
  （13.3φ×4.2）梱160

1-329-158-892-11
AC 4寸千筋鉄鉢 淡雪吹ブルー 
¥1,200（11.4φ×4）梱200

C-1-638-892-12
AC 4寸千筋鉄鉢 涼一筆 
¥1,000（11.4φ×4）梱200

 1-551-11 3寸 		¥1,500 （10φ×6）	 梱120

 1-551-12 4寸 		¥1,950 （12φ×6）	 梱100

 1-551-13 5寸 		¥3,050 （14.2φ×6.7）	 梱80

 1-551-14 5.5寸 		¥3,650 （16.6φ×7.3）	 梱60
 1-551-15 6寸 		 ¥5,100 （18.2φ×8）	 梱60

 1-551-16 7寸 		 ¥6,300 （20.8φ×9）	 梱40

8-892-6	 	 AC 光輝ボール グリーン 
 1-551-1 ヤクミ皿 		 ¥600 （8.7φ×1.1）	 梱500
 1-551-10 D.Xそばつゆ入れ 		¥1,250 （8.8φ×6.3）	 梱200

強化アクリル光輝
●	アクリル樹脂に特殊加工がされ、ショッ
クにも強く、割れにくい製品です。

8-892-5	 	 AC 光輝ボール ブルー 
 1-551-1 ヤクミ皿 		 ¥600 （8.7φ×1.1）	 梱500
 1-551-2 D.Xそばつゆ入れ 		¥1,250 （8.8φ×6.3）	 梱200

 1-551-3 3寸 		¥1,500 （10φ×6）	 梱120

 1-551-4 4寸 		¥1,950 （12φ×6）	 梱100

 1-551-5 5寸 		¥3,050 （14.2φ×6.7）	 梱80

 1-551-6 5.5寸 		¥3,650 （16.6φ×7.3）	 梱60
 1-551-7 6寸 		 ¥5,100 （18.2φ×8）	 梱60

 1-551-8 7寸 		 ¥6,300 （20.8φ×9）	 梱40
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	 	 A 千筋鉄鉢 外黒塗内朱天黒 

 1-548-1 4寸 		 ¥700 （11.4φ×4）	 梱200

 1-548-2 4.5寸 		 ¥800 （13.3φ×4.2）	 梱160
 1-548-3 5寸 		 ¥1,200 （16φ×6.4）	 梱100

 1-548-4 6寸 		 ¥1,400 （18.4φ×6.5）	 梱80
 1-548-5 7寸 		 ¥1,800 （21φ×6.5）	 梱60

 1-548-6 8寸 		 ¥2,100 （23.6φ×6.5）	 梱40
 1-548-7 9寸 		 ¥2,500 （26.8φ×6.8）	 梱30

8-891-1 	 	 A 千筋鉄鉢 白木内朱天クリーム 

 1-548-8 4寸 		 ¥900 （11.4φ×4）	 梱200

 1-548-9 4.5寸 		¥1,050 （13.3φ×4.2）	 梱160
 1-548-10 5寸 		 ¥1,400 （16φ×6.4）	 梱100

 1-548-11 6寸 		 ¥1,700 （18.4φ×6.5）	 梱80
 1-548-12 7寸 		 ¥2,200 （21φ×6.5）	 梱60

 1-548-13 8寸 		 ¥2,500 （23.6φ×6.5）	 梱40
 1-548-14 9寸 		 ¥3,000 （26.8φ×6.8）	 梱30

8-891-2

	 	 A 鉄鉢 黒乾漆 中華 
 1-548-15 8寸 		 ¥2,500 （23.6φ×6.5）	 梱40
 1-548-16 9寸 		 ¥3,000 （26.8φ×6.8）	 梱30

8-891-3

	 	 M 宝来鉢 黒内朱 
 1-548-17 3寸 		 ¥550 （8.9φ×2.8）	 梱160
 1-548-18 4.5寸 		 ¥900 （13φ×4）	 梱100

 1-548-19 5.5寸 		¥1,150 （16φ×4.4）	 梱80
 1-548-20 6.5寸 		¥1,500 （20φ×4.5）	 梱60
 1-548-21 8寸 		 ¥2,050 （24φ×5）	 梱30

8-891-4

	 	 M 鉄鉢 内朱 
 1-549-1 3寸 		 ¥650 （9φ×2.9）	 梱160

 1-549-2 4.5寸 		¥1,100 （13.3φ×4.2）	 梱100
 1-549-3 5寸 		 ¥1,850 （16φ×6.4）	 梱80

 1-549-4 6寸 		 ¥2,050 （18.4φ×6.5）	 梱60
 1-549-5 7寸 		 ¥2,550 （20.8φ×6.6）	 梱40
 1-549-6 8寸 		 ¥3,000 （23.8φ×6.6）	 梱30
 1-549-7 9寸 		 ¥3,550 （26.8φ×6.7）	 梱20

8-891-5
	 	 M 重ね鉢 内朱 
 1-549-8 1号 		 ¥680 （8.3φ×2.9）	 梱160

 1-549-9 2号 		 ¥800 （10φ×3.9）	 梱140

 1-549-10 3号 		¥1,100 （11.8φ×4.4）	 梱120
 1-549-11 4号 		¥1,350 （14φ×5）	 梱100

 1-549-12 5号 		¥1,600 （16φ×5.4）	 梱80

 1-549-13 6号 		¥1,950 （18.2φ×5.8）	 梱60
 1-549-14 7号 		¥2,300 （20.5φ×6）	 梱40

 1-549-15 8号 		¥2,750 （23.3φ×6.5）	 梱30

8-891-6

	 	 M 角立山鉢 内朱 
 1-549-16 3寸 		 ¥950 （8.4×8.4×3）	 梱160

 1-549-17 3.7寸 		¥1,250 （11×11×3.5）	 梱120

 1-549-18 4.5寸 		¥1,550 （13.3×13.3×4）	 梱100

 1-549-19 5寸 		 ¥1,950 （15.3×15.3×5.6）	 梱80
 1-549-20 6寸 		 ¥2,300 （17.9×17.9×5.6）	 梱60
 1-549-21 7寸 		 ¥2,800 （20.5×20.5×5.6）	 梱40
 1-549-22 8寸 		 ¥3,200 （23×23×5.6）	 梱30

8-891-7

	 	 Mキッコーボール 黒内朱 
 1-549-23 3寸 		 ¥900 （8.9φ×2.8）	 梱160

 1-549-24 4寸 		¥1,200 （11.6φ×5）	 梱100

 1-549-25 5寸 		¥1,500 （14.6φ×5.8）	 梱80
 1-549-26 6寸 		¥1,900 （17.6φ×6.8）	 梱60
 1-549-27 7寸 		¥2,500 （20.5φ×7.7）	 梱40
 1-549-28 8寸 		¥2,900 （23.3φ×7.7）	 梱30
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