
限定品  海外生産の為、在庫を確認の上ご注文ください。

箸置 限定品

H-1-758-1065-8
陶あひる箸置き   
黄  
¥190

（4×2.4×1.5） 梱1,920

H-1-828-1065-15
陶 玉箸置き   
紙風船  
¥240

（3.2×3.1×1.4） 梱1,200

H-1-918-1065-22
陶角箸置き   
赤風船  
¥300

（4.4×4.4×1） 梱792

H-1-978-1065-28
陶 小判箸置き   
紙風船  
¥270

（5.7×3.1×1） 梱1,080

H-1-998-1065-29
陶 小判箸置き   
赤椿  
¥270

（5.7×3.1×1） 梱1,080

H-2-18-1065-30
陶 手付箸置き   
赤絵  
¥300

（4.1×4.1×3.5） 梱630

H-2-28-1065-31
陶 手付箸置き   
彩ライン  
¥300

（4.1×4.1×3.5） 梱630

H-2-38-1065-32
陶 手付箸置き   
花蝶  
¥300

（4.1×4.1×3.5） 梱630

H-1-928-1065-23
陶角箸置き   
青風船  
¥300

（4.4×4.4×1） 梱792

H-1-938-1065-24
陶 染付箸置き   
花  
¥270

（6.8φ×1.5） 梱384

H-1-948-1065-25
陶 染付箸置き   
雲  
¥270

（6.8φ×1.5） 梱384

H-1-958-1065-26
陶 丸型箸置き   
糸巻  
¥270

（6.8φ×1.5） 梱384

H-1-968-1065-27
陶 丸型箸置き   
二色ライン  
¥270

（6.8φ×1.5） 梱384

H-1-848-1065-16
陶 玉箸置き   
青めだか  
¥190

（3.6φ×1.1） 梱840

H-1-858-1065-17
陶 舟型箸置き   
紙風船  
¥270

（6.2×2.7×1.5） 梱882

H-1-878-1065-18
陶 笛箸置き   
十草  
¥270

（7×1×0.8） 梱1,930

H-1-888-1065-19
陶のし箸置き   
赤  
¥270

（7.4×1.1×0.7） 梱1,890

H-1-898-1065-20
陶のし箸置き   
グリーン  
¥270

（7.4×1.1×0.7） 梱1,890

H-1-908-1065-21
陶のし箸置き   
青  
¥270

（7.4×1.1×0.7） 梱1,890

H-1-768-1065-9
陶あひる箸置き   
青  
¥190

（4×2.4×1.5） 梱1,920

H-1-778-1065-10
陶うちわ箸置き   
波紋  
¥270

（5.3×3.5×0.7） 梱1,560

H-1-788-1065-11
陶いちょう箸置き   
七宝  
¥240

（4.2×2.4×1.5） 梱2,880

H-1-798-1065-12
陶 丸箸置き   
的  
¥240

（3.4×3.3×0.8） 梱1,200

H-1-808-1065-13
陶 半月箸置き   
青カニ  
¥240

（4×3.7×1） 梱1,600

H-1-818-1065-14
陶 半月箸置き   
赤カニ  
¥240

（4×3.7×1） 梱1,600

H-1-688-1065-2
陶 柿箸置き
¥240

（3.8×3.2×1） 梱1,296

H-8-148-1065-1
陶 箸置 白
¥100

（5.8×1.4×1.4） 梱1,500

H-1-698-1065-3
陶 丸なす箸置き
¥240

（3.8×3.2×1） 梱1,296

H-1-708-1065-4
陶 人参箸置き
¥240

（3.8×3.2×1） 梱1,296

H-1-718-1065-5
陶なす箸置き
¥240

（4.6×2.8×1.1） 梱1,296

H-1-738-1065-6
陶 菱型箸置き   
染付菊  
¥190

（6.4×4×0.9） 梱1,400

H-1-748-1065-7
陶 菱型箸置き   
赤菊  
¥190

（6.4×4×0.9） 梱1,400
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　木目箸箱  春慶塗

　携帯箸セット

　箸用ハーフケースセット

　木目箸箱  溜塗

携帯箸セット・ハーフケース・箸箱樹脂製

H-41-778-1066-1
携帯箸セット アイボリー
¥1,100
ケース（12.5×4.1×1.3）･箸（21）

H-41-798-1066-3
携帯箸セット ブラック
¥1,100
ケース（12.5×4.1×1.3）･箸（21）

H-41-788-1066-2
トリオ携帯箸セット アイボリー
¥1,800
ケース（12.5×8×1.7）･箸（21）･
スプーン（16.5）･フォーク（16.5）

H-41-808-1066-4
トリオ携帯箸セット ブラック
¥1,800
ケース（12.5×8×1.7）･箸（21）･
スプーン（16.5）･フォーク（16.5）

H-41-818-1066-5
箸用ハーフケース セット

（箸付） 満月うさぎ 
¥750 ケース（15×2.3×1.1）･箸（21）

H-41-838-1066-7
箸用ハーフケース セット

（箸付） 夢桜
¥750 ケース（15×2.3×1.1）･箸（21）

H-41-858-1066-9
箸用ハーフケース セット

（箸付） 波紋
¥750 ケース（15×2.3×1.1）･箸（21）

H-41-878-1066-11
箸用ハーフケース セット

（箸付） 白木
¥750 ケース（15×2.3×1.1）･箸（21）

H-41-898-1066-13
箸用ハーフケース セット

（箸付） 茶木目
¥750 ケース（15×2.3×1.1）･箸（21）

H-41-828-1066-6
箸用ハーフケース
ケースのみ 満月うさぎ
¥400（15×2.3×1.1）

H-41-848-1066-8
箸用ハーフケース
ケースのみ 夢桜
¥400（15×2.3×1.1）

H-41-868-1066-10
箸用ハーフケース
ケースのみ 波紋
¥400（15×2.3×1.1）

H-41-888-1066-12
箸用ハーフケース
ケースのみ 白木
¥400（15×2.3×1.1）

H-41-908-1066-14
箸用ハーフケース
ケースのみ 茶木目
¥400（15×2.3×1.1）

H-41-91
8-1066-15 特大（24㎝までの箸が使用可）

¥2,370（25.3×5.7×3.2） H-41-95
8-1066-19 特大（24㎝までの箸が使用可）

¥2,370（25.3×5.7×3.2）

H-41-92
8-1066-16 大（23.5㎝までの箸が使用可）

¥2,130（24.4×5×2.1） H-41-96
8-1066-20 大（23.5㎝までの箸が使用可）

¥2,130（24.4×5×2.1）

H-41-93
8-1066-17 中（23.5㎝までの箸が使用可）

¥1,200（24.5×3.2×1.9） H-41-97
8-1066-21 中（23.5㎝までの箸が使用可）

¥1,200（24.5×3.2×1.9）

H-41-94
8-1066-18 小（21㎝までの箸が使用可）

¥1,180（22.1×2.7×1.7） H-41-98
8-1066-22 小（21㎝までの箸が使用可）

¥1,180（22.1×2.7×1.7）
この頁の商品は掛率が異なりますのでご注意下さい。

ケ　ー　ス アクリル樹脂
箸　　　先 SPS樹脂
箸　持　手 アクリル樹脂
ジョイント アルミニウム

（家族用）

（2膳用）

（1膳用）
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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/




