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A面 A面 A面

B面 B面 B面

A-1-3
8-934-7 A 尺0寸胴張仁の膳 黒（猫足型） 

¥3,450（30.3×30.3×13.7）梱20

A-1-4
8-934-8 A 尺2寸胴張本膳 黒（猫足型） 

¥3,700（36.4×36.4×15）梱20

1-44-1
8-934-1 A 尺0寸胴張仁の膳 黒 

¥3,450（30.3×30.3×13.7）梱20

1-44-3
8-934-2 A 尺2寸胴張本膳 黒 

¥3,700（36.4×36.4×15）梱20

1-44-2
8-934-3 A 尺0寸胴張仁の膳 朱天黒 

¥3,550（30.3×30.3×13.7）梱20

1-44-4
8-934-4 A 尺2寸胴張本膳 朱天黒 

¥3,800（36.4×36.4×15）梱20

1-44-58-934-9
A 尺5寸長手足付膳 朱天黒 
¥5,600
（45.6×31.9×15.3）梱5

1-44-68-934-10
A 尺6寸長手足付膳 朱天黒 
¥5,800
（48.3×36.2×15.3）梱5

1-44-78-934-11
A 尺7寸長手足付膳 朱天黒 
¥6,200
（51.4×36.3×15.4）梱5

1-44-88-934-12
A 徳川仁の膳（両面タイプ）  
A面:梨地渕朱  
B面:朱天黒 
セット 	¥7,000
（36.5×36.5×19.5）梱20	
盆のみ 	¥4,200

1-44-98-934-13
A 尺1寸角両面膳（両面タイプ）  

A面:グリーン石目 強化塗  
B面:金梨地天黒 
セット 	¥6,450
（33.3×33.3×16.5）梱40	
盆のみ  ¥3,950

1-44-108-934-14
A 尺5寸角両面膳（両面タイプ）  

A面:グリーン石目 強化塗  
B面:グレー石目 強化塗
セット 	¥9,800
（45.5×45.5×22.5）梱20
盆のみ 	¥6,000

足同士積み重ねOK

足同士積み重ねOK

1-45-18-934-26
A 尺0寸角膳用 足（ 1-73-18 1-45-9 用足）
¥2,350（30×30×10.7）梱40

1-45-28-934-21
A 尺2寸角膳用 足（ 1-73-20 1-45-10 用足）
¥2,600（35.5×35.5×13.6）梱30

1-45-38-934-22
M 尺0寸仁の膳  
雲梨地（ネジ足）
¥4,150
（30×30×8.5）梱40

1-45-48-934-23
M 尺2寸会席本膳  
雲梨地（ネジ足） 
¥4,650
（36.6×36.6×13）梱30

1-45-58-934-24
M 尺0寸仁の膳  
金梨地（ネジ足） 
¥4,150
（30×30×8.5）梱40

1-45-68-934-25
M 尺2寸会席本膳  
金梨地（ネジ足） 
¥4,650
（36.6×36.6×13）梱30

1-73-188-934-17
A 尺0寸角膳 木目 

セット 	¥3,800
（30×30×12）梱30
盆のみ 	¥1,450

1-73-208-934-18
A 尺2寸角膳 木目 

セット 	¥4,400
（36×36×15）梱20
盆のみ		¥1,800

1-45-98-934-19
A 尺0寸角膳 雲梨地 

セット 	¥3,950
（30×30×12）梱30
盆のみ 	¥1,600

1-45-108-934-20
A 尺2寸角膳 雲梨地 

セット 	¥4,600
（36×36×15）梱20
盆のみ 	¥2,000

1-45-118-934-15
A 百万石仁の膳 朱 
¥3,300
（41×30×18）梱40

1-45-128-934-16
A 百万石仁の膳  
金梨地 
¥3,650
（41×30×18）梱40

A-3-618-934-5
A 新胴張角膳 黒天金 
¥5,000（36.4×36.4×14.4）梱10

A-3-628-934-6
A 新胴張角膳 朱天金 
¥5,000（36.4×36.4×14.4）梱10

仁の膳

本膳

喰初膳

仁の膳

A-2-298-934-27
M 尺0寸角仁の膳 黒内朱天黒 
¥2,850 （30×30×4.6）梱40

A-2-308-934-28
M 尺2寸角仁の膳 黒内朱天黒 
¥3,300 （36.1×36.1×5）梱40

A-2-318-934-29
M 尺2寸角厚型仁の膳 黒内朱天黒	
¥3,650	（36.1×36.1×6.3）梱30

A-2-278-934-30
喰初膳セット 総朱（男の子用）
¥11,700 梱10
A 喰初膳 （27.7×27.7×5.8）
A 飯椀  （10φ×5.8）
A 汁椀  （9.3φ×7.2）
A 平椀  （11φ×5.6）
A つぼ椀 （8.5φ×6.4）
M 高槻  （8.4φ×5）

A-2-288-934-31
喰初膳セット 黒内朱（女の子用）
¥11,700 梱10
A 喰初膳 （27.7×27.7×5.8）
A 飯椀  （10φ×5.8）
A 汁椀  （9.3φ×7.2）
A 平椀 （11φ×5.6）
A つぼ椀 （8.5φ×6.4）
M 高槻  （8.4φ×5）

胴張膳 ･仁の膳 ･角両面膳・喰初膳
新胴張角膳
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  A 満月膳 朱八雲 
1-36-4 尺5寸 ¥15,200（44.8φ×30.6）梱10
1-36-5 尺6寸 ¥17,500（48φ×30.6） 梱10
1-36-6 尺7寸 ¥19,500（51φ×30.6） 梱10

	 	 A 満月膳 溜 S･S塗  脚 黒 P･T塗

1-36-10 尺5寸 ¥17,200（44.8φ×30.6） 梱10
1-36-11 尺6寸 ¥19,500（48φ×30.6） 梱10
1-36-12 尺7寸 ¥22,000（51φ×30.6） 梱10

安定性もあり、収納スペースもとりません。

●�取りはずし等は、写真
の様に軽く回してワン
タッチです。

●� 写真の様に積み重ねて収納が出来ます。

満月膳【尺5寸･尺6寸･尺7寸】

1-42-58-933-1
A 錦膳キング 金梨地天唐草	
セット ¥11,000
（58.7×46.7×24.2）梱10
盆のみ ¥5,500

1-42-68-933-2
A 錦仁の膳 金梨地天唐草 
セット ¥6,200
（39.5×30.7×17）梱20
盆のみ ¥3,000

1-42-78-933-3
A 錦膳キング グリーン石目 

天唐草 強化塗
セット ¥12,600
（58.7×46.7×24.2）梱10
盆のみ ¥7,100

1-42-88-933-4
A 錦仁の膳 グリーン石目 

天唐草 強化塗
セット ¥7,400
（39.5×30.7×17）梱20
盆のみ ¥4,200

8-933-5 8-933-6 8-933-7

FRPテーブル膳

2尺角 PAT.P商品

2尺5寸長手	PAT.P商品

2尺5寸角	PAT.P商品

材質が盆、足共に割れにくく
熱に強い FRP樹脂です。
衝撃に大変強く陶器類を
乗せても傷がつきにくいです。
またタバコの火でも汚れません。
（耐熱温度120℃、洗浄機OK）

足の高さは2通りありますので、ご注文の時は高足又は低足と御申しつけ下さい。（盆を足にのせた時の寸法です。）

●�お盆同士積み重ねOK ●�足同士積み重ねOK

1-43-18-933-14
FRP 2尺角膳  
ハード黒石目/朱石目 市松塗 
セット 	¥43,500	
盆のみ 	¥16,500
（60.5×60.5×2.5）梱5

1-43-28-933-17
FRP 2尺角膳 ツイシュ 
セット 	¥46,000	
盆のみ  ¥19,000
（60.5×60.5×2.5）梱5

1-43-1A8-933-8 2尺角用高足 黒石目 ¥27,000（60.5×60.5×H35.3）	梱5
2尺角用低足 黒石目 ¥27,000（60.5×60.5×H26）	 梱51-43-1B8-933-9

足の高さは2通りありますので、ご注文の時は高足又は低足と御申しつけ下さい。（盆を足にのせた時の寸法です。）
1-43-3A8-933-10 2尺5寸長手用高足 黒石目 ¥28,000（74.9×59.9×H36.2）	梱5

2尺5寸長手用低足 黒石目 ¥28,000（74.9×59.9×H26）	 梱51-43-3B8-933-11

1-43-38-933-12
FRP 2尺5寸長手テーブル膳  
ハード総茶石目 
セット 	¥60,000	
盆のみ 	¥32,000
（74.9×59.9×3.5）梱5

1-43-48-933-13
FRP 2尺5寸長手テーブル膳  
ハード黒石目/朱石目 市松塗 
セット 	¥61,500	
盆のみ 	¥33,500
（74.9×59.9×3.5）梱5

足の高さは2通りありますので、ご注文の時は高足又は低足と御申しつけ下さい。（盆を足にのせた時の寸法です。）
1-43-5A8-933-15 2尺5寸角用高足 黒石目 ¥28,500（74.9×74.9×H36.2）	梱5

2尺5寸角用低足 黒石目 ¥28,500（74.9×74.9×H26）	 梱51-43-5B8-933-16

1-43-58-933-18
FRP 2尺5寸角テーブル膳  
ハード総茶石目 
セット 	¥64,000	
盆のみ 	¥35,500
（74.9×74.9×3.5）梱5

1-43-68-933-19
FRP 2尺5寸角テーブル膳  
総堆朱 
セット 	¥71,800	
盆のみ 	¥43,300 
（74.9×74.9×3.5）梱5

  A 満月膳  
  黒石目 強化塗

1-36-1 尺5寸  ¥14,200
（44.8φ×30.6）梱10

1-36-2 尺6寸  ¥16,000
（48φ×30.6）梱10

1-36-3 尺7寸  ¥17,500
（51φ×30.6）梱10

錦膳・満月膳【尺5寸・尺6寸・尺7寸】

S・S塗 ソフトでキズに対して復元力があり、汚れが付着しにくく、丈夫で器の艶も長く保ちます。

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/




