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ひな段膳（片面タイプ）

●�お盆同士積み重ねOK ●�足同士積み重ねOK

2尺4寸高砂膳
（片面タイプ）

尺8寸高砂膳
（片面タイプ）

お盆と足が別々になり、それぞれ重ねて
収納でき、スペースをとりません。

●�足同士積み重ねOK ●�お盆同士積み重ねOK

1-32-18-930-2
A ひな段膳 梨地唐草

セット ¥16,600
（53×53×30）梱10
盆のみ ¥11,000 

1-32-28-930-3
A ひな段膳 黒石目唐草 強化塗

セット ¥16,600（53×53×30）梱10
盆のみ  ¥11,000 

1-35-18-930-5
A 2尺4寸高砂膳  
金梨地天唐草
セット  ¥14,600
（72.5×46×27.2）梱10
盆のみ  ¥8,300

1-35-28-930-6
A 2尺4寸高砂膳  
朱石目天唐草 強化塗
セット  ¥15,300
（72.5×46×27.2）梱10
盆のみ  ¥9,000

1-35-38-930-7
A 2尺4寸高砂膳  
黒石目渕朱天唐草 強化塗
セット  ¥15,300
（72.5×46×27.2）梱10
盆のみ  ¥9,000

1-35-58-930-9
A 尺8寸高砂膳  
梨地唐草
セット ¥8,600
（55.5×40.5×22.6）梱10
盆のみ ¥5,400 

1-35-68-930-10
A 尺8寸高砂膳  
朱乾漆唐草
セット ¥9,550
（55.5×40.5×22.6）梱10
盆のみ ¥6,350

1-32-1A
8-930-1 A ひな段足 

¥5,600	梱20

1-35-1A
8-930-4 A 2尺4寸足

¥6,300 梱10

1-35-5A8-930-8
A 尺8寸足
¥3,200 梱20

半月大名膳（両面タイプ）

D.X扇面膳（片面タイプ）

足が高く
なりました。
足の高さには、
4タイプあります。
お選び下さい。 ●�写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

A面

B面

A面

B面

1-37-18-930-17
A D.X扇面膳  
金梨地渕竹天唐草　新足
セット  ¥12,800 （68.5×47.5×25）梱10
盆のみ  ¥8,600

1-37-28-930-18
A D.X扇面膳  
貝ツイシュ　新足
セット  ¥14,000 （68.5×47.5×25）梱10
盆のみ  ¥9,800

1-37-38-930-19
A D.X扇面膳 鶴　新足

セット  ¥14,300
（68.5×47.5×25）梱10
盆のみ  ¥10,100

1-37-48-930-15
A 半月大名膳 
（両面タイプ）  新足
A面:合作牡丹 
B面:朱渕黒
セット ¥12,700 （56×48.8×25）梱10
盆のみ  ¥8,500

1-37-58-930-16
A 半月大名膳 
（両面タイプ）新足
A面:雲梨地 
B面:グリーン石目天黒 強化塗
セット ¥13,600 （56×48.8×25）梱10
盆のみ ¥9,400

写真は半月大名膳を使用していますが、D.X扇面膳も足の高さは、4タイプ利用できます。

※写真は新足を使用しています。

A 新足 ¥4,200
（50.7×38.6×23）梱20

8-930-12 1-22-1B
A 大和足 ¥3,600
（51.2×39.2×18.3）梱20

8-930-11 1-22-1A
A 高足 30H ¥4,900
（51.5×39.5×30.5）梱10

8-930-13 1-22-1C
A 高足 40H ¥5,900
（54×42×40）梱10

8-930-14 1-22-1D
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瑞宝膳（片面タイプ）

A面

B面

A面

B面B面

A面

龍宮膳（両面タイプ）

●�写真の様に積み重ね
ができますので、お料
理をのせて運べます。

●�足同士積み重ねOK

	 	 	
A 瑞宝長手本膳 金箔

 1-33-1 セット  ¥15,500
	 	 （58.5×47.5×24）	 梱10
  盆のみ  ¥7,300
	 	 （54.8×43.7×1.3）	 梱20
 1-33-1A 足のみ 黒塗  ¥8,200	梱5　

8-929-1

	 	 	
A 瑞宝仁の膳 金箔

 1-33-2 セット  ¥11,300
	 	 （42×42×18.5）	 	 梱10
  盆のみ  ¥5,000	 梱40
 1-33-2A 足のみ 黒塗  ¥6,300	 梱5　

8-929-2

 8-929-4  A 瑞宝長手本膳 金梨地唐草
 1-33-3 セット ¥15,700 （58.5×47.5×24）	梱10
  盆のみ ¥7,500 （54.8×43.7×1.3）	梱20
 1-33-1A 足のみ 黒塗 ¥8,200 	 梱5　

  A 瑞宝角仁の膳 金梨地唐草
 1-33-4 セット  ¥11,800 （42×42×18.5）	梱10
  盆のみ  ¥5,500 	 梱20

 1-33-2A 足のみ 黒塗  ¥6,300 	 梱5　

8-929-3   A 瑞宝角本膳 金梨地唐草
 1-33-5 セット ¥17,400 （58×58×24）	 梱10

  盆のみ ¥9,100 （54.5×54.5×1.3）	梱20
 1-33-5A 足のみ 黒塗 ¥8,300 	 梱5　

8-929-5

  A 龍宮角膳（両面タイプ） 
  A面:茶パール 
  B面:黒石目天銀 強化塗

 1-33-6 セット  ¥17,500	（59×59×29.5）
  盆のみ  ¥9,000	（54.8×54.8×3）	梱10
 1-33-6A 足のみ 黒塗  ¥8,500  梱5　

8-929-6   A 龍宮角仁の膳（両面タイプ） 
  A面:グレー/シルバー塗り分け 
  B面:黒石目天銀 強化塗

 1-33-7 セット  ¥13,400 （42.5×42.5×20.5）
  盆のみ  ¥7,100	（39.3×39.3×2.7）	梱20
 1-33-2A 足のみ 黒塗 ¥6,300  梱5　

8-929-7
  A 龍宮長手膳（両面タイプ） 
  A面:ベージュ石目天黒 強化塗  
  B面:紺石目天金 強化塗

 1-33-8 セット  ¥17,400 （59×48.5×29.5）
  盆のみ  ¥9,000	（54.8×43.7×3.5）	梱20
 1-33-8A 足のみ 黒塗  ¥8,400  梱5　

8-929-8

尺9寸角万葉膳（両面タイプ）

百万石膳（片面タイプ）
●�
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●� 足同士積み重ねOK

1-34-1A8-929-9
A 万葉足 ¥5,500 梱10

1-34-18-929-10
A 尺9寸角万葉膳（両面タイプ） 
A面:ブルー銀パール  
B面:銀梨地額渕唐草
セット ¥15,600 （57.6×57.6×25.6）梱10	
盆のみ ¥10,100

1-34-28-929-11
A 尺9寸角万葉膳（両面タイプ） 

A面:グレー/シルバー塗り分け 
B面:朱ハード額渕唐草
セット ¥15,900
（57.6×57.6×25.6）梱10
盆のみ ¥10,400

1-34-3A8-929-12
A 百万石足 ¥5,500
（53.4×41.5×20）梱20

1-34-38-929-13
A 百万石膳 雲梨地 百万石足

セット  ¥9,800 （54.2×42.1×20.6）梱20	
盆のみ  ¥4,300 （54.2×42.1×2.5）

1-34-48-929-14
A 百万石膳 ツイシュ 百万石足

セット  ¥11,900 （54.2×42.1×20.6）梱20
盆のみ ¥6,400 （54.2×42.1×2.5）

1-34-58-929-15
A 百万石膳 金虫喰 百万石足

セット  ¥11,900 （54.2×42.1×20.6）梱20
盆のみ  ¥6,400 （54.2×42.1×2.5）

A面

B面

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/
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