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太閤膳（片面タイプ）

1-30-38-928-12
A 徳川膳（両面タイプ） 
A面:ツイシュ 
B面:朱渕黒
セット  ¥14,800 （55×55×23）梱10	
盆のみ  ¥10,200

グレード高く、豪華なお膳です。

1-28-1B8-928-1
A 太閤足 黒塗唐草 ¥17,000 梱5

●�お盆、足同士積み重ねOK

1-28-1A8-928-2
A 太閤足 黒塗 ¥11,700 梱5

1-28-18-928-3
A 太閤膳 朱天唐草 足 黒塗
セット  ¥20,300 （65×65×24.8）	 梱5	
盆のみ ¥8,600 （59.4×59.4×2.5）	梱10

1-28-48-928-4
A 太閤膳 金色紙金箔 足 黒塗唐草
セット  ¥26,800 （65×65×24.8）	 梱5
盆のみ  ¥9,800 （59.4×59.4×2.5）	梱10

白山膳（片面タイプ）
●�お盆、足同士積み重ねOK

1-27-1A8-928-5
A 宴足 ¥4,500 梱20

1-29-18-928-6
A 白山膳 朱渕黒菊唐草
セット  ¥13,900
（60×60×25.7）梱10
盆のみ  ¥9,400

徳川膳（両面タイプ）
●�

写
真
の
様
に
積
み
重
ね
て
収
納
が
出
来
ま
す
。

1-30-1A8-928-9
A 徳川足 ¥4,600 梱20
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1-30-28-928-11
A 徳川膳（両面タイプ）
A面:朱石目 強化塗  
B面:黒石目 強化塗

セット  ¥13,300 （55×55×23）梱10	
盆のみ  ¥8,700

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

A面 A面B面 B面都膳（両面タイプ）

D.X 徳川膳（片面タイプ）

1-31-1A8-928-13
A 都足 ¥4,500 梱20 1-31-1

8-928-14 A 都膳（両面タイプ）
A面:金梨地  
B面:グリーンパール天朱
セット  ¥11,500 （55×55×23.3）梱10	
盆のみ  ¥7,000

1-31-2
8-928-15 A 都膳（両面タイプ） 

A面:うるみ   
B面:朱石目額渕黒 強化塗
セット ¥13,500 （55×55×23.3）梱10
盆のみ ¥9,000

1-29-1A8-928-16
A 宴足 ¥4,500 梱20

1-31-38-928-17
A D.X徳川膳 朱乾漆渕唐草
セット  ¥13,000 （55×55×26.3）梱10	
盆のみ  ¥8,500

1-31-48-928-18
A D.X徳川膳 金梨地渕唐草
セット  ¥13,300 （55×55×26.3）梱10	
盆のみ  ¥8,800

1-29-28-928-7
A 白山膳 色紙金箔渕黒唐草
セット ¥14,400 （60×60×25.7）	梱10	
盆のみ  ¥9,900

1-29-38-928-8
A 白山膳 グリーン石目渕黒石目唐草 強化塗

セット  ¥14,600 （60×60×25.7）	梱10	
盆のみ  ¥10,100

B面

A面

1-30-18-928-10
A 徳川膳（両面タイプ） 
A面:金梨地 
B面:朱石目 強化塗

セット  ¥13,000 （55×55×23）梱10	
盆のみ  ¥8,400
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2尺長手雅膳（両面タイプ）

2尺秀月膳
（両面タイプ）

2尺長手宝生膳
（両面タイプ）
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1-20-18-927-5
A 2尺長手雅膳（両面タイプ） 足 天アジロ 

A面:濃緑石目天金 強化塗  
B面:金梨地渕黒
セット		¥14,900 （62×47.7×26.7）梱10	
盆のみ		 ¥8,700 （57.5×46.5×1.3）

1-20-28-927-1
A 2尺長手雅膳（両面タイプ） 足 唐草 

A面:濃緑石目天金ツタ 強化塗  
B面:古代蝶渕黒
セット	¥18,450（62×47.7×26.7）梱10
盆のみ ¥11,600（57.5×46.5×1.3）

1-20-38-927-3
A 2尺長手雅膳（両面タイプ） 足 唐草 

A面:朱渕黒ツタ 
B面:雲海渕黒
セット	¥19,250（62×47.7×26.7）梱10	
盆のみ ¥12,450（57.5×46.5×1.3）

1-20-1A8-927-6
A 雅足 天アジロ
¥6,200 梱10

1-20-1B8-927-7
A 雅足 唐草
¥6,800 梱10

1-21-18-927-4
A 2尺秀月膳（両面タイプ） 足 唐草 

A面:金梨地渕松葉 
B面:溜千筋
セット		¥18,000 （62×47.7×26.7）梱10	
盆のみ		¥11,200 （57.5×46.5×1.3）	
足のみ		 ¥6,800

1-21-28-927-2
A 2尺秀月膳（両面タイプ） 足 天アジロ 

A面:本銀平目渕松葉 
B面:溜千筋
セット		¥18,800 （62×47.7×26.7）梱10	
盆のみ		¥12,600 （57.5×46.5×1.3）	
足のみ		 ¥6,200

1-21-38-927-8
A 2尺長手宝生膳（両面タイプ）足 唐草 

A面:金梨地渕黒天金 
B面:黒石目天朱 強化塗
セット		¥18,450 （59.5×47.5×26.5）梱10	
盆のみ		 ¥8,250 （55×43×1.6）	
足のみ  ¥10,200

1-21-48-927-9
A 2尺長手宝生膳（両面タイプ）足 唐草 

A面:グリーン石目渕黒 強化塗  
B面:茶石目天黒 強化塗
セット		¥18,650 （59.5×47.5×26.5）梱10	
盆のみ  ¥8,450 （55×43×1.6）

2尺長手桃山膳（片面タイプ）

●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

A面
B面

A-1-188-927-11
A 桃山高足
¥7,200 梱10

1-26-1A8-927-10
A 桃山足
¥5,500 梱10

1-26-18-927-13
A 2尺長手桃山膳 
（両面タイプ） 桃山足 
A面:金梨地天黒 
B面:グリーン乾漆渕黒
セット		¥14,500	 梱10
（61.5×46.1×25.9）
盆のみ  ¥9,000 梱10
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1-26-28-927-12
A 2尺長手桃山膳 

（両面タイプ） 桃山足 
A面:朱姫子唐草 
B面:グリーン乾漆渕黒
セット		¥14,900	 梱10
（61.5×46.1×25.9）
盆のみ  ¥9,400 梱10

1-26-38-927-14
A 2尺長手桃山膳 

（両面タイプ） 桃山足 
A面:茶石目雲麻 強化塗  
B面:グリーン姫子
セット		¥15,200	 梱10
（61.5×46.1×25.9）
盆のみ 		¥9,700 梱10

宴　膳（両面タイプ）

●�写真の様に積み重ねて
収納が出来ます。

1-27-1A8-927-15
A 宴足 ¥4,500 梱20
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1-27-18-927-16
A 宴膳（両面タイプ） 
A面:銀梨地額渕黒 
B面:牡丹石目天金 強化塗
セット		¥13,800
（56×56×25.4）梱10
盆のみ  ¥9,300

1-27-28-927-17
A 宴膳（両面タイプ） 
A面:シルバー石目ライン 強化塗  
B面:梨地渕黒唐草
セット		¥14,100
（56×56×25.4）梱10
盆のみ		 ¥9,600

1-27-38-927-18
A 宴膳（両面タイプ） 
A面:金平目 
B面:グリーンパール石目天金 強化塗
セット		¥14,800
（56×56×25.4）梱10
盆のみ		¥10,300
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