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お

膳

D.X 百万石膳
（片面タイプ）

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

足は5種類あり、高さが違いますので
用途に合わせて、お選び下さい。

1-24-18-926-7
A D.X百万石膳 金梨地渕唐草  新足 

セット  ¥11,500 （60.5×48.5×25.2）梱10	
盆のみ  ¥7,300

1-24-28-926-8
A D.X百万石膳 玉虫石目渕唐草 強化塗  新足
セット  ¥12,100 （60.5×48.5×25.2）梱10	
盆のみ  ¥7,900

1-24-48-926-9
A D.X百万石膳 貝ツイシュ  新足 
セット  ¥13,000	 （60.5×48.5×25.2）梱10	
盆のみ  ¥8,800

1-24-58-926-6
A D.X百万石膳 金梨地渕唐草  殿様足
セット  ¥17,100 （63×51×27.5）梱5	
盆のみ  ¥7,300

A 大和足 
¥3,600 梱20
（51.2×39.2×18.3）

8-926-1
A 新足 
¥4,200 梱20
（50.7×38.6×23）

8-926-2
A 高足 30H
¥4,900 梱10
（51.5×39.5×30.5）

A 高足 40H
¥5,900 梱10
（54×42×40）

8-926-4
A 殿様足 黒塗
¥9,800 梱5
（63×51×23）

8-926-5

足の高さが4種類あります。お好みのタイプをお選び下さい。
下記のサイズはお盆をのせた時の表示です。

従来より足が高くなりました。

●�お盆同士積み重ねOK

●�お盆裏の例

●�足同士積み重ねOK
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1-25-18-926-13
A 新百万石膳 

（両面タイプ）新足 
A面:グリーン乾漆  
B面:朱乾漆天黒 
セット  ¥10,700（54×52×25.2）梱10
盆のみ  ¥6,500

1-25-28-926-14
A 新百万石膳 
（両面タイプ）新足 
A面:雲梨地  
B面:金梨地天黒 
セット  ¥11,000（54×52×25.2）梱10
盆のみ   ¥6,800

1-25-48-926-16
A 新百万石膳 
（両面タイプ） 新足 
A面:朱に総菊天アジロ渕総菊
B面:金梨地天黒 
セット  ¥12,500（54×52×25.2）梱10
盆のみ  ¥8,300

1-25-58-926-17
A 新百万石膳 
（両面タイプ）新足 
A面:ツイシュ  
B面:朱天黒 
セット  ¥12,600（54×52×25.2）梱10
盆のみ  ¥8,400

1-25-38-926-15
A 新百万石膳 
（両面タイプ）新足 
A面:合作牡丹天朱   
B面:茶石目天黒 強化塗

セット ¥12,500 （54×52×25.2）梱10
盆のみ ¥8,300

A 大和足 
¥3,600 梱20
（51.2×39.2×18.3）

8-926-10
A 新足 
¥4,200 梱20
（50.7×38.6×23）

8-926-11

A 高足 30H
¥4,900 梱10
（51.5×39.5×30.5）

8-926-12

※写真は新足を
　使用しています。

※写真は新足を使用しています。

8-926-3

新百万石膳（両面タイプ）

1-22-1A 1-22-1B 1-22-1C

1-22-1D 1-24-5A

1-22-1A 1-22-1B
1-22-1C

925

お

膳

大和膳（片面タイプ）

従来の「大和足」に加え、
「新足」「高足」がプラスされ、
4種類となりました。
ご希望によりお選び下さい。

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。
収納に場所をとりません。

	 	 A 大和足	
 1-22-1A ¥3,600
  （51.2×39.2×18.3）梱20

8-925-1   A 新足 
 1-22-1B ¥4,200
	 	 （50.7×38.6×23）梱20

8-925-2   A 高足 30H
 1-22-1C ¥4,900
	 	 （51.5×39.5×30.5）梱10

8-925-3   A 高足 40H（中高椅子用）
 1-22-1D ¥5,900
	 	 （54×42×40）梱10

8-925-4

足が4種類の中から選べます。用途に合わせてご自由に組み合わせて下さい。
サイズは、お盆をのせた時のサイズです。

45

61.5

19.8H
24.3H

31.6H

45

61.5

61.5

45

大和足（従来品） 新足 高足30H

1-23-18-925-9
A 大和膳 黒石目天唐草 強化塗  新足 
 セット ¥11,100 （61.5×45×24.3）	 梱10	
	盆のみ ¥6,900 （61.5×45×3.1）	 梱10

1-23-28-925-10
A 大和膳 グリーン石目天唐草 強化塗  新足
セット ¥11,100	（61.5×45×24.3）	梱10	
盆のみ	 ¥6,900	（61.5×45×3.1）	 梱10

1-22-18-925-6
A 大和膳 朱姫子天唐草  新足 
セット  ¥10,700 
  （61.5×45×24.3）	梱10	
盆のみ  ¥6,500 
  （61.5×45×3.1）	 梱10

1-22-28-925-7
A 大和膳 梨地天唐草  新足 
 セット ¥10,850 （61.5×45×24.3）	梱10	
	盆のみ ¥6,650 （61.5×45×3.1）	 梱10

1-22-38-925-5
A 大和膳 グレー石目天唐草 強化塗  新足 
セット  ¥11,100 （61.5×45×24.3）	梱10	
盆のみ  ¥6,900 （61.5×45×3.1）	 梱10

1-23-38-925-8
A 大和膳 茶石目天唐草 強化塗  新足 
セット ¥11,100 （61.5×45×24.3）	梱10	
盆のみ ¥6,900 （61.5×45×3.1）	梱10

1-23-68-925-11
A 大和膳 金ツイシュ渕黒  新足 
 セット ¥11,900 （61.5×45×24.3）	梱10	
盆のみ ¥7,700 （61.5×45×3.1）	 梱10
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