
松花堂・弁当 Bento box 

COLLECTION 04

629



630

松
花
堂
・
弁
当

B
ento

 b
o

x 



3-631-01 1300578
【A】8.5寸兼六松花堂（仕切別） 内外白木レトロ木目　
¥4,500 259×259×H62 梱40

3-631-02 1300543
【A】8.5寸兼六松花堂（仕切別） 内外赤茶レトロ木目　
¥4,500 259×259×H62 梱40

3-631-03 1300544
【A】8.5寸兼六松花堂（仕切別） 漆風春慶内黒　
¥5,600 259×259×H62 梱40

3-631-04 1300545
【A】8.5寸兼六松花堂（仕切別） 銀透き親天べっ甲　
¥6,800 259×259×H62 梱40

3-631-05 1300546
【A】尺2寸長手木目松花堂 黒渕朱（内黒）　
¥3,150 362×273×H70 梱20

3-631-06 1300547
【A】尺2寸長手松花堂用DX仕切 朱天黒　
¥1,700 337×248×H43 梱40

松花堂
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3-632-01 1300533
【A】D.X段付丸鉢 茶ヒワ釉　
¥1,250 φ114×H42 梱200

3-632-02 1300534
【A】D.X段付丸鉢 乳白ヒワ釉　
¥1,150 φ114×H42 梱200

3-632-03 1300535
【A】D.X段付丸鉢 茶結晶白吹　
¥1,350 φ114×H42 梱200

3-632-04 1300536
【A】D.X段付丸鉢 赤志野格子　
¥1,350 φ114×H42 梱200

3-632-05 1300537
【A】D.X段付丸鉢 備前緑水　
¥1,200 φ114×H42 梱200

3-632-06 1300538
【A】D.X段付丸鉢 志野緑水　
¥1,200 φ114×H42 梱200

3-632-07 1300539
【A】D.X段付丸鉢 備前白吹　
¥1,050 φ114×H42 梱200

3-632-08 1300540
【A】D.X段付丸鉢 志野格子　
¥1,200 φ114×H42 梱200

3-632-09 1300541
【A】D.X段付丸鉢 マットいぶし釉　
¥1,200 φ114×H42 梱200

3-632-10 1300548
【A】D.X段付丸鉢 溜　
¥680 φ114×H42 梱200

3-632-11 1300549
【A】タレ付角鉢 いぶし釉　
¥950 115×115×H35 梱200

3-632-12 1300550
【A】タレ付角鉢 志野緑水　
¥1,250 115×115×H35 梱200

3-632-13 1300551
【A】タレ付角鉢 赤楽　
¥950 115×115×H35 梱200

3-632-14 1300552
【A】タレ付角鉢 志野　
¥950 115×115×H35 梱200

3-632-15 1300553
【A】タレ付角鉢 朱天黒　
¥500 115×115×H35 梱200

3-632-16 1300554
【A】貝鉢 金雅　
¥1,200 112×107×H35 梱200

3-632-17 1300555
【A】貝鉢 銀雅　
¥1,200 112×107×H35 梱200

3-632-18 1300556
【A】貝鉢 志野格子　
¥1,100 112×107×H35 梱200

3-632-19 1300557
【A】貝鉢 朱天黒　
¥650 112×107×H35 梱200

3-632-20 1300558
【A】渕付丸鉢 朱天黒　
¥600 φ113×H38 梱200

3-632-21 1300559
【A】渕付丸鉢 金雅　
¥1,100 φ113×H38 梱200

3-632-22 1300560
【A】渕付丸鉢 銀雅　
¥1,100 φ113×H38 梱200

3-632-23 1300561
【A】渕付丸鉢 赤楽　
¥950 φ113×H38 梱200

3-632-24 1300562
【A】梅型鉢 朱天黒　
¥600 106×106×H40 梱200

3-632-25 1300563
【A】梅型鉢 いぶし釉　
¥980 106×106×H40 梱200

3-632-26 1300564
【A】ひさご型鉢 志野　
¥980 110×110×H38 梱200

3-632-27 1300565
【A】ひさご型鉢 朱天黒　
¥630 110×110×H38 梱200

3-632-28 1300566
【A】丸タレ付き角鉢 いぶし釉　
¥1,100 113×113×H39 梱200

3-632-29 1300567
【A】タレ付き長角鉢 朱天黒　
¥1,100 230×113×H38 梱150

■    松花堂オプション
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3-633-01 1300512
【A】4.5寸松花堂 アクア市松　
¥3,300 132×132×H55 梱60

3-633-02 1300513
【A】4.5寸松花堂用十字仕切　
¥350 120×120×H23･厚み3 梱300

3-633-03 1300514
【A】7寸長手深型千筋松花堂用目皿　
¥550 125×80×H23 梱200

3-633-04 1300515
【A】7寸長手深型千筋松花堂 黒天朱（内黒）　
¥2,200 215×105×H80 梱60

3-633-05 1300516
【A】7寸長手深型千筋松花堂 溜（内黒）　
¥2,550 215×105×H80 梱60

3-633-06 1300517
【A】7.5寸角弁当（固定仕切） チーク刷毛目（内黒）　
¥2,750 226×226×H53 梱40

3-633-07 1300518
【A】7.5寸角弁当（固定仕切） 黒銀市松（内黒）　
¥2,850 226×226×H53 梱40

3-633-08 1300519
【A】8寸長手加賀弁当 梨地内朱　
¥2,100 233×173×H55 梱40

3-633-09 1300520
【A】尺0寸長手金津弁当 茶木目内朱　
¥2,900 300×198×H47 梱30

3-633-10 1300521
【A】尺0寸長手金津弁当 朱パール内朱　
¥2,600 300×198×H47 梱30

松花堂・弁当
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3-634-01 1300522
【A】尺0寸神田弁当 黒パール内黒　
¥2,400 300×250×H75 梱20

3-634-02 1300523
【A】尺2寸神田弁当 黒パール内黒　
¥3,750 350×295×H78 梱20

3-634-03 1300524
【A】尺5寸神田弁当 黒パール内黒　
¥5,800 445×334×H72 梱10

3-634-04 1300525
【A】梅花弁当 ゴマ竹（内黒）　
¥4,700 330×300×H60 梱20

3-634-05 1300526
【A】梅花弁当 新後藤塗（内黒）　
¥4,800 330×300×H60 梱20

3-634-06 1300527
【A】梅花弁当用仕切 （黒）　
¥1,100 308×276×H34 梱40

3-634-07 1300528
【A】網代梅花弁当 根来（内黒）　
¥4,800 330×300×H60 梱20

3-634-08 1300529
【A】網代梅花弁当 グリーンかすり（内黒）　
¥5,200 330×300×H60 梱20

3-634-09 1300530
【A】梅花弁当用仕切 朱天黒　
¥1,600 308×276×H34 梱40

■    松花堂・弁当
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弁当 _ 弁 _01

■   8.5寸木目松花堂 【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応

3-635-01 1300000
【A】8.5寸木目松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥1,230 260×260×H65 梱40

3-635-02 1300500
【TA】耐熱8.5寸木目松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥2,350 260×260×H65 梱40

3-635-03 1300001
【A】8.5寸木目松花堂（仕切別） 黒渕朱内黒塗有　
¥1,600 260×260×H65 梱40

3-635-04 1300002
【A】8.5寸木目松花堂（仕切別） 黒渕黒（内黒）　
¥1,230 260×260×H65 梱40

3-635-05 1300003
【A】8.5寸木目松花堂（仕切別） 新溜（内黒）　
¥1,900 260×260×H65 梱40

3-635-06 1300007
【A】8.5寸松花堂用 木目十字仕切　
¥260 234×234×H40･厚み4 梱400

3-635-07 1300008
【A】8.5寸松花堂用 木目T字仕切　
¥300 234×120×H40･厚み4 梱400

※仕切はP639を御参照下さい。635



弁当 _ 弁 _02

■   8.5寸千筋松花堂

3-636-01 1300004
【A】8.5寸千筋松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥2,400 260×260×H63 梱40

3-636-02 1300005
【A】8.5寸千筋松花堂（仕切別） 黒渕黒（内黒）　
¥2,400 260×260×H63 梱40

3-636-03 1300006
【A】8.5寸千筋松花堂（仕切別） 黒渕朱柳結び（内黒）　
¥2,750 260×260×H63 梱40

3-636-04 1300007
【A】8.5寸松花堂用 木目十字仕切　
¥260 234×234×H40･厚み4 梱400

3-636-05 1300008
【A】8.5寸松花堂用 木目T字仕切　
¥300 234×120×H40･厚み4 梱400

※仕切はP639を御参照下さい。 636
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弁当 _ 弁 _03

■   8.5寸透かし千筋松花堂

3-637-04 1300007
【A】8.5寸松花堂用 木目十字仕切　
¥260 234×234×H40･厚み4 梱400

3-637-01 1300009
【A】8.5寸透かし千筋松花堂（仕切別） 黒渕朱内黒塗　
¥2,750 260×260×H63 梱40

3-637-02 1300010
【A】8.5寸透かし千筋松花堂（仕切別） 黒渕朱柳結び内黒塗　
¥3,100 260×260×H63 梱40

3-637-05 1300008
【A】8.5寸松花堂用 木目T字仕切　
¥300 234×120×H40･厚み4 梱400

3-637-03 1300011
【A】8.5寸透かし千筋松花堂（仕切別） 黒渕黒内黒塗　
¥2,750 260×260×H63 梱40

※仕切はP639を御参照下さい。637



弁当 _ 弁 _04

■   8.5寸殿上木目松花堂

■   8.5寸布目千筋松花堂

3-638-01 1300012
【A】8.5寸殿上木目松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥1,500 260×260×H65 梱40

3-638-02 1300013
【A】8.5寸殿上木目松花堂（仕切別） 新溜（内黒）　
¥1,800 260×260×H65 梱40

3-638-03 1300014
【A】8.5寸布目千筋松花堂（仕切別） 黒渕黒（内黒）　
¥1,630 260×260×H65 梱40

3-638-04 1300015
【A】8.5寸布目千筋松花堂（仕切別） 新溜（内黒）　
¥1,750 260×260×H65 梱40

※仕切はP639を御参照下さい。 638
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弁当 _ 弁 _05

■   8.5寸松花堂用仕切 ●このPの仕切はP635〜P638・P640・P641の松花堂にご利用できます。

※3-639-07と
　3-639-08の商品は
　十字仕切無しで
　ご利用頂けます。

3-639-01 1300016
【A】8.5寸松花堂用DX仕切 朱天黒　
¥1,000 234×234×H40 梱60

3-639-02 1300017
【A】8.5寸松花堂用DX十字仕切 黒天朱　
¥1,000 235×235×H34 梱60

3-639-03 1300018
【A】8.5寸松花堂用DX十字仕切 朱天黒　
¥1,200 235×235×H34 梱60

3-639-04 1300019
【A】8.5寸松花堂用トンカツ仕切 朱天黒　
¥1,100 234×234×H40 梱60

3-639-07 1300045
【A】8.5寸松花堂用切立角鉢　
1個￥600×4個 朱天黒　
¥2,400 118×118×H44 梱150

3-639-08 1300044
【A】8.5寸松花堂用切立角鉢　
1個￥600×4個 黒天朱　
¥2,400 118×118×H44 梱150

3-639-05 1300020
【A】8.5寸松花堂用5ツ仕切 朱天黒　
¥1,350 237×237×H35 梱60

3-639-06 1300021
【A】8.5寸松花堂用DX雅仕切 朱天黒　
¥1,100 234×234×H40 梱60

3-639-09 1300502
【A】8.5寸松花堂用新ＤＸ仕切 朱天黒　
¥1,050 237×237×H44 梱60

3-639-10 1300007
【A】8.5寸松花堂用 木目十字仕切　
¥260 234×234×H40･厚み4 梱400

3-639-11 1300008
【A】8.5寸松花堂用 木目T字仕切　
¥300 234×120×H40･厚み4 梱400

639



弁当 _ 弁 _06

■   8.5寸布目高蓋松花堂

※高蓋松花堂は蓋がお膳
　の役割をして、より豪華
　に演出します。

3-640-01 1300022
【A】8.5寸布目高蓋松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥2,000 260×260×H72 梱40

3-640-02 1300023
【A】8.5寸布目高蓋松花堂（仕切別） 溜（内黒）　
¥2,600 260×260×H72 梱40

3-640-03 1300024
【A】8.5寸布目平蓋松花堂（仕切別） 黒（内黒）　
¥1,950 255×255×H65 梱40

3-640-04 1300025
【A】8.5寸布目平蓋松花堂（仕切別） 溜（内黒）　
¥2,250 255×255×H65 梱40

■   8.5寸布目平蓋松花堂

※仕切はP639を御参照下さい。 640
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弁当 _ 弁 _07

■   8.5寸松花堂

※十字仕切が
　固定されています。

3-641-01 1300026
【A】8.5寸縁高祇園松花堂（仕切別） 黒（内黒）　
¥3,700 258×258×H64 梱40

3-641-02 1300027
【A】8.5寸縁高祇園松花堂（仕切別） つや消し溜内黒塗　
¥4,300 258×258×H64 梱40

3-641-03 1300028
【A】8.5寸兼六松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥2,550 259×259×H62 梱40

3-641-04 1300029
【A】8.5寸兼六松花堂（仕切別） 堆朱内黒塗　
¥2,800 259×259×H62 梱40

3-641-05 1300030
【A】8.5寸兼六松花堂（仕切別） つや消し溜内黒塗　
¥3,100 259×259×H62 梱40

3-641-06 1300031
【A】8.5寸布目千筋松花堂（固定仕切） 黒渕朱（内黒）　
¥1,800 258×258×H69 梱40

※仕切はP639を御参照下さい。641



弁当 _ 弁 _08

■   尺3寸角千筋松花堂

3-642-01 1300050
【A】尺3寸角千筋松花堂（仕切別） 黒天朱(内黒)　
¥5,350 376×376×H59 梱10

3-642-02 1300043
【A】尺3寸角千筋松花堂（仕切別） 新溜(内黒)　
¥5,450 376×376×H59 梱10

3-642-03 1300051
【A】尺3寸角松花堂用木目仕切 9ツ仕切　
¥1,200 350×350×H40･厚み4 梱100

3-642-04 1300052
【A】尺3寸角松花堂用木目仕切 8ツ仕切　
¥1,000 350×350×H40･厚み4 梱100

3-642-05 1300053
【A】尺3寸角松花堂用木目仕切 7ツ仕切　
¥840 350×350×H40･厚み4 梱100

3-642-06 1300054
【A】尺3寸角松花堂用木目仕切 6ツ仕切　
¥900 350×350×H40･厚み4 梱100

3-642-07 1300055
【A】尺3寸角松花堂用DX仕切 朱天黒　
¥2,950 350×350×H38 梱20

642
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弁当 _ 弁 _09

■   尺3寸長手松花堂

3-643-09 1300040
【A】尺3寸長手縁高祇園松花堂（仕切別） 黒（内黒）　
¥4,950 382×260×H65 梱20

3-643-06 1300039
【A】尺3寸長手宴松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥4,100 387×265×H63 梱20

3-643-12 1300041
【A】尺3寸長手縁高祇園松花堂（仕切別） 
うるみ石目渕黒（内黒）　
¥6,400 382×260×H65 梱20

3-643-10 1300042
【A】尺3寸長手松花堂用5ツ仕切 朱天黒　
¥1,800 360×238×H40 梱40

3-643-07 1300042
【A】尺3寸長手松花堂用5ツ仕切 朱天黒　
¥1,800 360×238×H40 梱40

3-643-04 1300044
【A】切立角鉢 1個￥600×6個 黒天朱　
¥3,600 118×118×H44 梱150

3-643-13 1300044
【A】切立角鉢 1個￥600×6個 黒天朱　
¥3,600 118×118×H44 梱150

3-643-05 1300045
【A】切立角鉢 1個￥600×6個 朱天黒　
¥3,600 118×118×H44 梱150

3-643-14 1300045
【A】切立角鉢 1個￥600×6個 朱天黒　
¥3,600 118×118×H44 梱150

3-643-01 1300037
【A】尺3寸長手千筋松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥3,500 378×260×H65 梱20

3-643-02 1300038
【A】尺3寸長手千筋松花堂（仕切別） 新溜（内黒）　
¥3,600 378×260×H65 梱20

3-643-03 1300034
【A】尺3寸長手松花堂用ひさご仕切 
朱天黒　
¥1,850 353×235×H40 梱40

3-643-11 1300034
【A】尺3寸長手松花堂用ひさご仕切 朱天黒　
¥1,850 353×235×H40 梱40

3-643-08 1300242
【A】尺3寸木目松花堂用D.X仕切 朱天黒　
¥1,700 358×238×H40 梱40

643



弁当 _ 弁 _10

■   尺3寸長手松花堂

3-644-08 1300044
【A】切立角鉢 1個￥600×6個 黒天朱　
¥3,600 118×118×H44 梱150

3-644-09 1300045
【A】切立角鉢 1個￥600×6個 朱天黒　
¥3,600 118×118×H44 梱150

3-644-10 1300046
【A】尺3寸長手松花堂用木目仕切 6ツ仕切　
¥560 350×234×H40･厚み4 梱200

3-644-11 1300047
【A】尺3寸長手松花堂用木目仕切 5ツ仕切　
¥580 350×234×H40･厚み4 梱200

3-644-12 1300048
【A】尺3寸長手松花堂用木目仕切 4ツ仕切A　
¥470 350×234×H40･厚み4 梱200

3-644-13 1300049
【A】尺3寸長手松花堂用木目仕切 4ツ仕切B　
¥600 350×234×H40･厚み4 梱200

3-644-01 1300040
【A】尺3寸長手木目松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥3,150 378×260×H64 梱20

3-644-02 1300241
【A】尺3寸長手木目松花堂（仕切別） 溜（内黒）　
¥3,700 378×260×H64 梱20

3-644-06 1300034
【A】尺3寸長手松花堂用ひさご仕切 
朱天黒　
¥1,850 353×235×H40 梱40

3-644-03 1300035
【A】尺3寸長手布目松花堂（仕切別） 黒（内黒）　
¥4,350 382×264×H65 梱20

3-644-05 1300032
【A】尺3寸長手木目ライン入松花堂（仕切別） 
黒（内黒）朱ライン　
¥4,100 383×265×H65 梱20

3-644-04 1300036
【A】尺3寸長手布目松花堂（仕切別） 溜（内黒）　
¥4,850 382×264×H65 梱20

3-644-07 1300242
【A】尺3寸木目松花堂用D.X仕切 
朱天黒　
¥1,700 358×238×H40 梱40
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■   新大寿弁当 ●タレ付の部分が上になっております。 料理が冴え洗浄しやすくなっております。

3-645-01 1300056
【A】新大寿弁当用蓋 黒渕朱（内黒）　
¥850 375×135×H20 梱100

3-645-02 1300057
【A】新大寿弁当用3ツ仕切 黒天朱（内黒）　
¥1,150 362×124×H57 梱60

3-645-03 1300058
【A】新大寿弁当用タレ付 黒天朱（内黒）　
¥1,150 362×124×H57 梱60

3-645-04 1300531
【A】新大寿弁当用仕切無 黒天朱（内黒）　
¥1,200 362×124×H57 梱60

3-645-05 1300059
【A】新大寿弁当用蓋 溜内朱塗　
¥950 375×135×H20 梱100

3-645-06 1300060
【A】新大寿弁当用3ツ仕切 溜内朱塗　
¥1,350 362×124×H57 梱60

3-645-07 1300061
【A】新大寿弁当用タレ付 溜内朱塗　
¥1,350 362×124×H57 梱60

3-645-08 1300532
【A】新大寿弁当用仕切無 溜内朱塗　
¥1,400 362×124×H57 梱60

645
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■   大安布目弁当

3-646-01 1300062
【A】大安布目弁当用蓋 溜内朱塗　
¥1,250 378×138×H23 梱100

3-646-02 1300063
【A】大安布目弁当用3ツ仕切 溜内朱塗　
¥1,600 366×127×H57 梱60

3-646-03 1300064
【A】大安布目弁当用タレ付 溜内朱塗　
¥1,600 366×127×H57 梱60

3-646-04 1300065
【A】大安布目弁当用蓋 黒（内黒）　
¥1,100 378×138×H23 梱100

3-646-05 1300066
【A】大安布目弁当用3ツ仕切 黒（内黒）　
¥1,400 366×127×H57 梱60

3-646-06 1300067
【A】大安布目弁当用タレ付 黒（内黒）　
¥1,400 366×127×H57 梱60
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■   松花堂オプション
【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応

3-647-01 1300068
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 黒内朱　
¥630 φ113×H33 梱200

3-647-02 1300069
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 グリーン雲流　
¥850 φ113×H33 梱200

3-647-03 1300070
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 濃緑雲流　
¥850 φ113×H33 梱200

3-647-04 1300071
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 ピンク雲流　
¥850 φ113×H33 梱200

3-647-05 1300072
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 紫雲流　
¥850 φ113×H33 梱200

3-647-06 1300073
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 赤雲流　
¥850 φ113×H33 梱200

3-647-07 1300074
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 銀雅　
¥1,400 φ113×H33 梱200

3-647-08 1300075
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 金雅　
¥1,400 φ113×H33 梱200

3-647-09 1300076
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 栃　
¥900 φ113×H33 梱200

3-647-10 1300077
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 根来　
¥1,000 φ113×H33 梱200

3-647-11 1300078
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 曙　
¥1,000 φ113×H33 梱200

3-647-12 1300079
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 溜　
¥850 φ113×H33 梱200

3-647-13 1300080
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 黄　
¥630 φ113×H33 梱200

3-647-14 1300081
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 瑠璃　
¥630 φ113×H33 梱200

3-647-15 1300082
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 ピンクぼかし　
¥700 φ113×H33 梱200

3-647-16 1300083
【TA】耐熱3.8寸菊鉢 グリーンぼかし　
¥700 φ113×H33 梱200

3-647-17 1300084
【A】桜型丸鉢 グレー雲流　
¥700 φ110×H42 梱200

3-647-18 1300085
【A】桜型丸鉢 銀光彩　
¥650 φ110×H42 梱200

3-647-19 1300086
【A】桜型丸鉢 朱光彩　
¥650 φ110×H42 梱200

3-647-20 1300087
【A】桜型丸鉢 金雅　
¥1,200 φ110×H42 梱200

●このページのオプションは、P635〜P646までご利用いただけます。
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■   松花堂オプション

3-648-01 1300088
【A】D.X丸鉢 黒内朱　
¥500 φ113×H40 梱200

3-648-02 1300089
【A】D.X丸鉢 黒内ピンク雲流　
¥780 φ113×H40 梱200

3-648-03 1300090
【A】D.X丸鉢 黒内濃緑雲流　
¥780 φ113×H40 梱200

3-648-04 1300091
【A】D.X丸鉢 黒内赤雲流　
¥780 φ113×H40 梱200

3-648-05 1300092
【A】D.X丸鉢 根来内根来　
¥900 φ113×H40 梱200

3-648-06 1300093
【A】D.X丸鉢 曙内曙　
¥900 φ113×H40 梱200

3-648-07 1300094
【A】D.X丸鉢 黒内銀雅　
¥1,200 φ113×H40 梱200

3-648-08 1300095
【A】D.X丸鉢 黒内金雅　
¥1,200 φ113×H40 梱200

3-648-09 1300096
【A】D.X丸鉢 栃内朱　
¥850 φ113×H40 梱200

3-648-10 1300097
【A】D.X丸鉢 黒内ベージュ雲流　
¥780 φ113×H40 梱200

3-648-11 1300098
【A】D.X丸鉢 黒内ライトグリーン雲流　
¥780 φ113×H40 梱200

3-648-12 1300099
【A】D.X丸鉢 黒内クリーム雲流　
¥780 φ113×H40 梱200

3-648-13 1300100
【A】隅切板 朱　
¥550 115×115×H7 梱200

3-648-14 1300101
【A】隅切板 溜パール　
¥550 115×115×H7 梱200

3-648-15 1300102
【A】隅切板 ピンク雲流　
¥850 115×115×H7 梱200

3-648-16 1300103
【A】隅切板 グリーン雲流　
¥850 115×115×H7 梱200

3-648-17 1300104
【A】隅切板 黒銀光彩　
¥750 115×115×H7 梱200

3-648-18 1300105
【A】隅切板 朱光彩　
¥750 115×115×H7 梱200

3-648-19 1300106
【A】隅切板 白銀光彩　
¥750 115×115×H7 梱200

3-648-20 1300107
【A】隅切板 金雅　
¥1,250 115×115×H7 梱200

●このページのオプションは、P635〜P646までご利用いただけます。
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■   松花堂オプション

3-649-01 1300108
【A】D.X角鉢 黒内朱　
¥500 114×114×H37 梱200

3-649-02 1300109
【A】D.X角鉢 グリーン雲流　
¥850 114×114×H37 梱200

3-649-03 1300110
【A】D.X角鉢 ピンク雲流　
¥850 114×114×H37 梱200

3-649-04 1300112
【A】D.X角鉢 白銀光彩　
¥750 114×114×H37 梱200

3-649-06 1300113
【A】タレ付角鉢 黒石目　
¥850 115×115×H35 梱200

3-649-05 1300111
【A】タレ付角鉢 白石目　
¥950 115×115×H35 梱200

3-649-07 1300114
【A】D.X段付丸鉢 黒内朱　
¥500 φ114×H42 梱200

3-649-08 1300115
【A】D.X段付丸鉢 朱内金　
¥900 φ114×H42 梱200

3-649-09 1300116
【A】角竹皿 総朱　
¥730 112×112×H18 梱200

3-649-10 1300117
【A】角竹皿 総クリーム　
¥730 112×112×H18 梱200

3-649-11 1300118
【A】角竹皿 総グリーン　
¥730 112×112×H18 梱200

3-649-12 1300119
【A】角竹皿 総溜　
¥750 112×112×H18 梱200

3-649-13 1300120
【A】角竹皿 総クリーム渕溜　
¥800 112×112×H18 梱200

3-649-14 1300121
【A】竹丸かご 総朱　
¥900 φ113×H37 梱200

3-649-15 1300122
【A】竹丸かご 総グリーン　
¥900 φ113×H37 梱200

3-649-16 1300123
【A】竹丸かご 総溜　
¥900 φ113×H37 梱200

3-649-17 1300124
【A】8.5寸渕上がり長手皿 朱　
¥1,100 237×111×H11 梱150

3-649-18 1300125
【A】8.5寸渕上がり長手皿 チーク刷毛目　
¥1,800 237×111×H11 梱150

3-649-19 1300126
【A】8.5寸渕上がり長手皿 銀平目　
¥1,800 237×111×H11 梱150

●このページのオプションは、P635〜P646までご利用いただけます。
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■   陶器松花堂オプション

3-650-15 1300141
【陶】扇形仕切り鉢 松　
¥2,300 112×112×H38 梱100

3-650-16 1300142
【陶】菊型角小鉢 マロン渕金　
¥2,850 105×105×H48 梱100

3-650-12 1300138
【陶】重ね楓小鉢（強化）　
¥2,850 130×101×H34 梱100

3-650-05 1300131
【陶】丸鉢（強化） ヒワグリーン　
¥2,300 φ109×H43 梱100

3-650-06 1300132
【陶】丸鉢（強化） オレンジ　
¥2,300 φ109×H43 梱100

3-650-01 1300127
【陶】オニオン小鉢 柿釉　
¥1,500 114×111×H42 梱100

3-650-02 1300128
【陶】オニオン小鉢 黄釉　
¥1,500 114×111×H42 梱100

3-650-03 1300129
【陶】オニオン小鉢 青磁　
¥1,500 114×111×H42 梱100

3-650-04 1300130
【陶】オニオン小鉢 吹墨　
¥1,500 114×111×H42 梱100

3-650-09 1300135
【陶】葉型鉢 ヒワ吹ラスター　
¥2,800 120×115×H35 梱100

3-650-10 1300136
【陶】葉型鉢 ピンク吹ラスター　
¥2,800 120×115×H35 梱100

3-650-11 1300137
【陶】葉型鉢 ゆず赤結晶　
¥1,950 120×115×H35 梱100

3-650-13 1300139
【陶】扇形皿 金結晶　
¥1,800 135×112×H25 梱100

3-650-14 1300140
【陶】扇形皿 赤釉　
¥1,800 135×112×H25 梱100

3-650-07 1300133
【陶】取鉢 点々　
¥1,900 107×102×H38 梱100

3-650-08 1300134
【陶】取鉢 渦巻　
¥1,900 107×102×H38 梱100

●このページのオプションは、P635〜P646までご利用いただけます。

※写真本体は【A】8.5寸布目千筋松花堂（固定仕切）黒渕朱（内黒） ￥1,800
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■   給食弁当（固定仕切）

3-651-01 1300143
【A】7寸角渕木目弁当（固定仕切） 黒内朱塗　
¥2,100 210×210×H57 梱50

3-651-02 1300144
【A】8寸角渕木目弁当（固定仕切） 黒内朱塗　
¥2,450 230×230×H57 梱40

3-651-03 1300145
【A】9寸長手木目弁当（固定仕切） 黒内朱塗　
¥1,900 270×121×H46 梱40

3-651-04 1300146
【A】（小）長手木目弁当（固定仕切） 黒内朱塗　
¥1,750 257×120×H46 梱60

3-651-05 1300147
【A】（大）長手木目弁当（固定仕切） 黒内朱塗　
¥2,200 342×122×H48 梱60

3-651-06 1300148
【A】7寸長手木目弁当（固定仕切） 黒内朱塗　
¥1,700 203×179×H49 梱60

3-651-07 1300149
【A】8.5寸長手木目弁当（固定仕切） 黒内朱塗　
¥2,200 255×170×H49 梱50

【木目シリーズ】
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■   給食弁当（固定仕切）

3-652-01 1300150
【A】8寸長手日野弁当（固定仕切） 黒石目内朱塗　
¥2,700 249×177×H67 梱50

3-652-02 1300151
【A】9寸長手日野弁当（固定仕切） 黒石目内朱塗　
¥3,050 280×192×H68 梱40

3-652-03 1300152
【A】尺0寸長手日野弁当（固定仕切） 黒石目内朱塗　
¥3,800 311×221×H71 梱20

3-652-04 1300153
【A】尺1寸長手日野弁当（固定仕切） 黒石目内朱塗　
¥4,550 340×249×H71 梱20

3-652-05 1300154
【A】8寸角日野弁当（固定仕切） 黒石目内朱塗　
¥3,050 240×240×H66 梱40

3-652-06 1300155
【A】尺0寸角日野弁当（固定仕切） 黒石目内朱塗　
¥4,550 302×302×H74 梱20

【黒石目シリーズ】
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■   5.5寸角・6.5寸角・7寸角松花堂弁当

※高蓋は蓋がお膳の
　役割をします。

3-653-01 1300156
【A】5.5寸木目松花堂（仕切別） 黒（内黒）　
¥1,300 165×165×H54 梱80

3-653-02 1300157
【A】5.5寸木目松花堂用十字仕切　
¥300 148×148×H35･厚み3 梱400

3-653-03 1300158
【A】5.5寸隅丸木目松花堂（仕切別） 
黒渕朱（内黒）　
¥1,250 180×180×H58 梱80

3-653-04 1300159
【A】5.5寸隅丸松花堂用仕切 黒　
¥500 156×156×H35 梱150

3-653-05 1300160
【A】6.5寸木目弁当（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥1,400 195×195×H66 梱60

3-653-06 1300161
【A】6.5寸木目弁当用仕切 朱塗　
¥600 184×184×H34 梱120

3-653-07 1300162
【A】6.5寸葵松花堂（仕切別） 黒（内黒）　
¥1,450 195×195×H57 梱60

3-653-08 1300163
【A】6.5寸葵松花堂用十字仕切　
¥300 190×190×H35･厚み3 梱400

3-653-09 1300164
【A】7寸角布目平蓋松花堂（仕切別）
 黒天朱（内黒）　
¥1,950 222×222×H62 梱50

3-653-10 1300165
【A】7寸角布目高蓋松花堂（仕切別） 
黒天朱（内黒）　
¥2,000 222×222×H62 梱50

3-653-11 1300166
【A】7寸角布目松花堂用仕切 
朱天黒　
¥900 203×203×H35 梱100

3-653-12 1300167
【A】7寸角足利弁当（仕切別） 
黒金市松（内黒）　
¥2,350 213×213×H60 梱50

3-653-13 1300168
【A】7寸角弁当用仕切 黒　
¥650 196×196×H37 梱100
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■   7寸角松花堂弁当

3-654-01 1300169
【A】7寸角木目松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥1,600 225×225×H60 梱50

3-654-02 1300170
【A】7寸角木目松花堂（仕切別） 新溜（内黒）　
¥1,700 225×225×H60 梱50

3-654-03 1300171
【A】7寸松花堂用仕切 黒　
¥550 193×193×H34 梱100

3-654-04 1300172
【A】7寸松花堂用仕切 朱塗　
¥850 193×193×H34 梱100

3-654-05 1300173
【A】7寸角木目松花堂（固定仕切） 黒渕朱（内黒）　
¥1,450 225×225×H60 梱50

3-654-06 1300174
【A】7寸角木目松花堂（固定仕切） 新溜（内黒）　
¥1,550 225×225×H60 梱50

3-654-07 1300175
【A】7寸角舞子弁当（固定仕切） 黒千筋渕朱（内黒）　
¥1,450 212×212×H57 梱50

3-654-08 1300176
【A】7寸角舞子弁当（固定仕切） 新溜千筋（内黒）　
¥1,550 212×212×H57 梱50

3-654-09 1300177
【A】7寸角千筋松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥2,700 223×223×H65 梱50

3-654-10 1300178
【A】7寸松花堂用無地T字仕切（一体型）　
¥400 200×102×H35･厚み4 梱200

3-654-11 1300179
【A】7寸松花堂用無地十字仕切　
¥350 200×200×H35･厚み4 梱400

3-654-12 1300180
【A】7寸角千筋透かし松花堂（仕切別） 新溜内新溜　
¥2,900 223×223×H65 梱50
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■   8寸角松花堂弁当

3-655-01 1300181
【A】8寸角弁当（仕切別） 黒金市松（内黒）　
¥2,600 240×240×H58 梱40

3-655-02 1300182
【A】8寸角弁当用D.X仕切 黒　
¥850 225×225×H27 梱60

3-655-03 1300183
【A】8寸角弁当（固定仕切） 黒金市松（内黒）　
¥2,950 240×240×H60 梱40

3-655-04 1300184
【A】8寸角舞子弁当（固定仕切） 黒渕朱（内黒）　
¥1,800 240×240×H60 梱40

3-655-05 1300185
【A】8寸角舞子弁当（固定仕切） 新溜（内黒）　
¥1,900 240×240×H60 梱40
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■    8寸角・8寸長手・8.5寸長手弁当

3-656-01 1300186
【A】8寸角木目松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥1,500 240×240×H60 梱40

3-656-02 1300187
【A】8寸角弁当用D.X仕切 朱天黒　
¥750 224×224×H37 梱60

3-656-03 1300188
【A】8寸角麻布目弁当（仕切別） 新溜（内黒）　
¥1,950 244×244×H62 梱40

3-656-04 1300189
【A】8寸長手弁当（固定仕切） 溜（内黒）　
¥2,200 243×187×H62 梱40

3-656-05 1300190
【A】8.5寸長手舞子弁当（固定仕切） 
黒渕朱（内黒）　
¥1,750 255×203×H62 梱40

3-656-06 1300191
【A】8.5寸長手舞子弁当（固定仕切） 
新溜（内黒）　
¥1,850 255×203×H62 梱40
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※高蓋松花堂は蓋がお膳
　の役割をします。

■   9寸長手弁当

3-657-01 1300192
【A】9寸長手千筋松花堂（仕切別） 
黒天朱（内黒）　
¥1,500 273×212×H60 梱40

3-657-02 1300193
【A】9寸長手弁当用仕切 朱天黒　
¥750 255×197×H38 梱60

3-657-06 1300193
【A】9寸長手弁当用仕切 朱天黒　
¥750 255×197×H38 梱60

3-657-03 1300194
【A】9寸長手弁当用新仕切 朱天黒　
¥1,050 255×192×H37 梱60

3-657-04 1300195
【A】9寸長手新木目松花堂（仕切別） 黒（内黒）
¥1,450 272×211×H60 梱60

3-657-05 1300196
【A】9寸長手新木目松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥1,480 272×211×H60 梱60

3-657-07 1300198
【A】9寸長手布目松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥1,700 272×211×H60 梱40

3-657-08 1300193
【A】9寸長手弁当用仕切 朱天黒　
¥750 255×197×H38 梱60

3-657-09 1300194
【A】9寸長手弁当用新仕切 朱天黒　
¥1,050 255×192×H37 梱60

3-657-10 1300199
【A】9寸長手彩布目平蓋松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥2,000 272×211×H60 梱40

3-657-11 1300501
【A】9寸長手彩布目高蓋松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥2,100 272×211×H65 梱40

3-657-12 1300197
【A】9寸長手弁当用D.X仕切 朱天黒　
¥900 257×197×H38 梱60

3-657-13 1300194
【A】9寸長手弁当用新仕切 朱天黒　
¥1,050 255×192×H37 梱60
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■    長手弁当

3-658-01 1300200
【A】9.5寸長手舞子弁当（固定仕切） 黒渕朱（内黒）　
¥2,050 285×222×H62 梱40

3-658-02 1300201
【A】9.5寸長手舞子弁当（固定仕切） 新溜（内黒）　
¥2,150 285×222×H62 梱40

3-658-03 1300202
【A】尺0寸長手布目松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥2,400 300×238×H63 梱20

3-658-04 1300203
【A】尺0寸長手布目松花堂（仕切別） 溜（内黒）　
¥2,700 300×238×H63 梱20

3-658-05 1300204
【A】尺0寸長手松花堂用D.X仕切 朱天黒　
¥1,150 283×223×H38 梱60

3-658-06 1300205
【A】尺0寸長手彩布目松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥2,600 300×231×H65 梱20

3-658-07 1300206
【A】尺0寸長手彩布目松花堂用仕切 朱天黒　
¥1,100 282×216×H40 梱60
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■   尺1寸長手松花堂・尺0角松花堂弁当

※蓋がお膳の
　役割をします。

※蓋がお膳の役割をします。

3-659-01 1300207
【A】尺0寸角布目平蓋松花堂（仕切別） 溜（内黒）　
¥3,150 300×300×H67 梱20

3-659-02 1300208
【A】尺0寸角布目高蓋松花堂（仕切別） 溜（内黒）　
¥3,300 300×300×H67 梱20

3-659-03 1300209
【A】尺0寸角布目松花堂用DX仕切 朱天黒　
¥1,600 276×276×H37 梱30

3-659-04 1300210
【A】尺0寸角千筋松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥2,700 283×283×H64 梱20

3-659-05 1300212
【A】尺0寸角松花堂用DX仕切 朱天黒　
¥1,300 262×262×H38 梱40

3-659-06 1300213
【A】尺0寸角松花堂用ひさご仕切 朱天黒　
¥1,300 262×262×H38 梱40

3-659-07 1300214
【A】布目長角鉢 黒内朱　
¥850 158×113×H45 梱80

3-659-08 1300215
【A】布目タレ付き長角鉢 黒内朱　
¥850 158×113×H45 梱80

3-659-09 1300216
【A】尺1寸匠布目平蓋松花堂 
黒天朱内朱塗　
¥5,550 332×252×H67 梱20

3-659-10 1300217
【A】尺1寸匠布目高蓋松花堂 
黒天朱内朱塗　
¥5,900 332×252×H67 梱20

●豪華な会席のイメージで好評です。使い方で多用にご利用できます。
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■    尺1寸長手松花堂弁当

3-660-01 1300218
【A】尺1寸長手木目松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥2,450 313×258×H67 梱20

3-660-05 1300219
【A】尺1寸長手松花堂用6ツ仕切 朱天黒　
¥1,150 290×235×H35 梱50

3-660-06 1300220
【A】尺1寸長手松花堂用5ツ仕切 朱天黒　
¥1,100 290×236×H41 梱50

3-660-07 1300221
【A】尺1寸長手松花堂用ひさご仕切 朱天黒　
¥1,350 290×236×H39 梱50

3-660-02 1300222
【A】尺1寸長手乱筋松花堂（仕切別） 黒天朱（内黒）　
¥2,550 313×258×H67 梱20

3-660-03 1300223
【A】尺1寸長手布目松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥2,650 313×260×H66 梱20

3-660-04 1300224
【A】尺1寸長手千筋松花堂（仕切別） 黒渕朱（内黒）　
¥2,650 313×260×H66 梱20

●仕切は共通でご使用になれます。
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■   尺1寸長手松花堂弁当

※蓋がお膳の
　役割をします。

3-661-01 1300225
【A】尺1寸長手彩布目平蓋松花堂（仕切別） 
黒天朱（内黒）　
¥2,900 330×252×H70 梱20

3-661-02 1300226
【A】尺1寸長手彩布目高蓋松花堂（仕切別） 
黒天朱（内黒）　
¥3,050 330×252×H70 梱20

3-661-03 1300227
【A】尺1寸長手彩布目松花堂用仕切 
朱天黒　
¥1,500 307×226×H37 梱50

3-661-04 1300228
【A】尺1寸長手越山松花堂（仕切別） 
黒（内黒）　
¥2,700 310×248×H63 梱20

3-661-05 1300229
【A】尺1寸長手越山松花堂（仕切別） 
新溜（内黒）　
¥2,900 310×248×H63 梱20

3-661-06 1300230
【A】尺1寸長手越山松花堂（仕切別） 
黒天朱（内黒）　
¥2,700 310×248×H63 梱20

3-661-07 1300231
【A】尺1寸長手越山松花堂用仕切 
朱天黒　
¥1,350 290×227×H40 梱50
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■    尺2寸匠布目松花堂弁当

※蓋がお膳の
　役割をします。

※蓋がお膳の
　役割をします。

■    尺2寸長手布目
松花堂弁当

【A】尺1寸長手彩布目松花堂用仕切 
朱天黒　
¥1,500 307×226×H37 梱50

【A】尺1寸長手越山松花堂（仕切別） 
新溜（内黒）　
¥2,900 310×248×H63 梱20

3-662-06 1300232
【A】尺2寸長手布目平蓋松花堂（仕切別） 
黒天朱（内黒）　
¥3,800 360×270×H70 梱20

3-662-07 1300233
【A】尺2寸長手布目高蓋松花堂（仕切別） 
黒天朱（内黒）　
¥4,500 360×270×H70 梱20

3-662-08 1300234
【A】尺2寸長手布目松花堂用D.X舟仕切 
（箸置付）朱天黒　
¥1,550 337×248×H38 梱40

3-662-01 1300235
【A】尺2寸匠布目平蓋松花堂 黒天朱　
¥6,900 360×270×H70 梱20

3-662-02 1300236
【A】尺2寸匠布目高蓋松花堂 黒天朱　
¥7,400 360×270×H70 梱20

❶ ❷

3-662-03 1200237 布目角鉢 黒内朱　 ¥850  125×125×H45  梱80

3-662-04 1200238 布目角つゆ入れ 黒内朱　 ¥700  93×93×H45    梱100

3-662-05 1200239 布目タレ付き角鉢 黒内朱　 ¥850  125×125×H45  梱80

❶
❷
❸

❸

●パーツが別々になり多用にご利用できます。
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■   尺0寸幸村弁当・尺1寸吉宗弁当

3-663-01 1300243
【A】尺0寸幸村弁当 蓋 朱扇面内朱塗　
¥1,300 300×143×H22 梱100

3-663-02 1300244
【A】尺0寸幸村弁当 タレ付 朱天黒内朱塗　
¥1,750 286×130×H60 梱60

3-663-05 1300247
【A】尺1寸吉宗弁当 蓋 朱御所車内朱塗　
¥1,300 340×140×H23 梱100

3-663-06 1300248
【A】尺1寸吉宗弁当 3ツ仕切 朱天黒内朱塗　
¥1,550 330×128×H50 梱60

3-663-07 1300249
【A】尺1寸吉宗弁当 タレ付き 朱天黒内朱塗　
¥1,550 330×128×H50 梱60

3-663-03 1300245
【A】尺0寸幸村弁当 パック蓋付 朱天黒内朱塗　
¥2,400 286×130×H60 梱60

3-663-04 1300246
【A】パック蓋汁入れのみ 朱天黒　
¥700 86×86H45 梱100

3-663-08 1300250
【A】尺1寸吉宗弁当 汁入付 朱天黒内朱塗　
¥2,700 330×128×H73 梱60
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■    祇園弁当・布目長手弁当

3-664-01 1300251
【A】祇園弁当用蓋 新溜内朱塗　
¥1,000 327×121×H18 梱120

3-664-02 1300252
【A】祇園弁当用 3ツ仕切 新溜内朱塗　
¥1,350 315×109×H52 梱60

3-664-03 1300253
【A】祇園弁当用 2ツ仕切 新溜内朱塗　
¥1,350 315×109×H52 梱60

3-664-04 1300254
【A】祇園弁当用蓋 漆風春慶内黒塗　
¥1,050 327×121×H18 梱120

3-664-07 1300505
【A】布目長手弁当用蓋 黒渕朱内朱　
¥950 364×127×H16 梱120

3-664-05 1300255
【A】祇園弁当用 3ツ仕切 漆風春慶内黒塗　
¥1,400 315×109×H52 梱60

3-664-08 1300506
【A】布目長手弁当用 3ツ仕切 黒内朱　
¥1,250 353×118×H42 梱60

3-664-06 1300256
【A】祇園弁当用 2ツ仕切 漆風春慶内黒塗　
¥1,400 315×109×H52 梱60

3-664-09 1300507
【A】布目長手弁当用 タレ付 黒内朱　
¥1,250 353×118×H42 梱60
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■   長手弁当

3-665-01 1300263
【TA】耐熱8.5寸長手葉山弁当 蓋 溜内黒塗　
¥1,600 256×137×H20 梱120

3-665-02 1300264
【TA】耐熱8.5寸長手葉山弁当 親 溜内黒塗　
¥1,750 246×128×H57 梱80

3-665-03 1300265
【A】8.5寸長手山風弁当 蓋 
黒内朱塗　
¥900 256×137×H18 梱120

3-665-04 1300266
【A】8.5寸長手山風弁当(仕切別) 親 
黒内朱塗　
¥1,500 245×125×H55 梱80

3-665-05 1300267
【A】8.5寸長手山風弁当用2ツ仕切 
朱天黒　
¥700 234×115×H40 梱150

3-665-06 1300268
【A】8.5寸長手山風弁当用仕切 1個 
内朱天黒　
¥450 115×77×H38 梱200

3-665-07 1300269
【A】小次郎弁当 蓋 黒に銀石目渕黒内黒塗　
¥1,750 302×143×H24 梱100

3-665-08 1300270
【A】小次郎弁当(仕切別) 親 黒内黒塗　
¥1,950 291×132×H71 梱60

3-665-09 1300271
【A】小次郎弁当用3ッ仕切 3ヶ組 黒内朱天黒　
¥1,950 90×116×H41 梱60

3-665-10  1300272
【A】小次郎弁当用2ッ仕切 2ヶ組 黒内朱天黒　
¥1,700 136×116×H41 梱60

【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応
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■    水戸弁当

■  九頭竜弁当

【A】小次郎弁当用2ッ仕切 2ヶ組 朱天黒　
¥1,700 136×116×H41 梱60

3-666-01 1300273
【A】水戸弁当（仕切別） 梨地内朱塗　
¥4,200 303×144×H75 梱40

3-666-02 1300274
【A】水戸九頭竜弁当用仕切 朱塗　
¥450 115×82×H25 梱200

3-666-03 1300275
【A】水戸弁当（仕切別） 黒に金一筆内朱塗　
¥4,950 303×144×H75 梱40

3-666-04 1300274
【A】水戸九頭竜弁当用仕切 朱塗　
¥450 115×82×H25 梱200

3-666-05 1300276
【A】九頭竜弁当（仕切別） 梨地御所車内朱塗　
¥2,450 260×164×H77 梱40

3-666-06 1300274
【A】水戸九頭竜弁当用仕切 朱塗　
¥450 115×82×H25 梱200

3-666-07 1300277
【A】九頭竜弁当（仕切別） 溜刷毛目内朱塗　
¥3,600 260×164×H77 梱40

3-666-08 1300274
【A】水戸九頭竜弁当用仕切 朱塗　
¥450 115×82×H25 梱200
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■   平安弁当

■  千筋嵐山弁当 ■  浪花弁当

3-667-01 1300278
【A】平安弁当（仕切別） 黒はじき刷毛目内朱塗　
¥3,850 263×170×H75 梱40

3-667-02 1300279
【A】平安弁当用仕切 朱塗　
¥450 116×84×H25 梱200

3-667-03 1300280
【A】千筋嵐山弁当（仕切別） 溜内黒塗　
¥3,800 272×170×H63 梱40

3-667-04 1300281
【A】千筋嵐山弁当用仕切 黒塗　
¥1,050 258×156×H33 梱200

3-667-05 1200137
【A】8寸浪花弁当 蓋 溜内朱塗　
¥1,400 233×122×H17 梱100

3-667-06 1200138
【A】8寸浪花弁当 上段 溜内朱塗　
¥1,700 231×120×H42 梱60

3-667-07 1200139
【A】8寸浪花弁当 下段 溜内朱塗　
¥1,700 231×120×H60 梱60

3-667-08 1200140
【A】8寸浪花弁当 小仕切 1ヶ 朱塗　
¥500 110×110×H32 梱200

3-667-09 1200141
【A】8寸浪花弁当 大仕切 朱塗　
¥1,000 220×109×H27 梱100
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■    小町弁当

■    手提弁当

3-668-05 1300257
【A】8.5寸手提付長手三条弁当 蓋 銀朱内黒塗　
¥1,250 250×126×H7 梱120

3-668-01 1300508
【A】小町弁当 蓋 朱内黒塗　
¥950 175×95×5 梱400

3-668-03 1300510
【A】小町弁当 蓋 溜内黒塗　
¥1,150 175×95×5 梱400

3-668-06 1300258
【A】8.5寸手提付長手三条弁当 上段 銀朱内黒塗　
¥1,500 250×126×H58 梱80

3-668-02 1300509
【A】小町弁当 親 朱内黒塗 1ケ　
¥1,050 175×95×H45 梱200

3-668-04 1300511
【A】小町弁当 親 溜内黒塗 1ケ　
¥1,250 175×95×H45 梱200

3-668-07 1300259
【A】 8.5寸手提付長手三条弁当 下段（持ち手付）  

銀朱内黒塗（持ち手黒塗）　
¥3,000 291×126×H220 梱60

3-668-08 1300124
【A】8.5寸渕上がり長手皿 朱塗　
¥1,100 237×111×H11 梱150

3-668-09 1300211
【A】渕太角鉢  朱天黒　
¥650 119×113×H38 梱200

3-668-10 1300260
【A】7寸手提付長手千筋弁当 蓋 溜内黒塗　
¥1,050 213×105×H9 梱120

3-668-11 1300261
【A】7寸手提付長手千筋弁当 上段 溜内黒塗　
¥1,450 213×106×H56 梱80

3-668-12 1300262
【A】 7寸手提付長手千筋弁当 下段（持ち手付）  

溜内黒塗（持ち手黒塗）　
¥2,650 253×106×H221 梱60
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■   5寸六角布目弁当

3-669-01 1300284

蓋 黒渕朱（内黒）　 ¥500  165×144×H15 梱150

【A】5寸六角布目弁当

3-669-02 1300286

親 黒（内黒）　 ¥750  165×144×H57 梱80

3-669-03 1300287

蓋　¥550 165×144×H15 梱150

【A】5寸六角布目弁当 新溜（内黒）　

3-669-04 1300289

親　¥800 165×144×H57 梱80

3-669-05 1300290

蓋　 ¥700  165×144×H12 梱150

【A】5寸平蓋六角布目弁当 溜内朱塗　

3-669-06 1300291

親　 ¥1,100  165×144×H56 梱80

3-669-9 1300294

蓋 黒渕朱（内黒）　 ¥800 201×175×H15 梱100

【A】新6寸六角布目弁当

3-669-10 1300295

親 黒天朱（内黒）　 ¥1,150 201×175×H56 梱60

3-669-13 1300298

蓋　¥1,100 240×208×H15 梱80

【A】新7寸六角布目弁当 黒天朱（内黒）　

3-669-14 1300299

親　¥1,450 240×208×H57 梱50

3-669-07 1300292
【A】5寸六角弁当用T仕切 朱塗　
¥530 148×130×H38 梱200

3-669-8 1300293
【A】5寸六角弁当用Y仕切 朱塗　
¥530 148×130×H38 梱200

3-669-12 1300296
【A】新6寸六角弁当用Y仕切 朱天黒　
¥700 184×161×H35 梱120

3-669-11 1300297
【A】新6寸六角弁当用T仕切 朱天黒　
¥700 184×161×H35 梱120

3-669-15 1300300
【A】新7寸六角弁当用T仕切 朱天黒　
¥900 218×192×H35 梱80

3-669-16 1300301
【A】新7寸六角弁当用Y仕切 朱天黒　
¥900 218×192×H35 梱80

■   新6寸・新7寸六角布目弁当 ※蓋がお盆の役目をします。
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■    新布目お盆蓋弁当

※仕切が別々に分かれます。

3-670-01 1300302

蓋　¥1,200 271×235×H20 梱60

【A】新8寸六角布目弁当 黒天朱（内黒）　

3-670-02 1300303

親　¥1,700 271×235×H60 梱40

3-670-04 1300305

蓋　¥1,800 340×295×H20 梱50

【A】新尺0寸六角布目弁当 黒天朱（内黒）　

3-670-05 1300306

親　¥2,350 340×295×H60 梱40

3-670-07 1300308

蓋　¥2,200 417×362×H20 梱40

【A】新尺2寸六角布目弁当 黒天朱（内黒）　

3-670-08 1300309

親　¥3,300 417×362×H60 梱20

3-670-03 1300304
【A】新8寸六角弁当用仕切 朱天黒　
¥1,200 253×220×H35 梱60

3-670-06 1300307
【A】新尺0寸六角弁当用仕切 朱天黒　
¥1,650 325×282×H35 梱50

3-670-09 1300311
【A】新尺2寸六角布目弁当用セパレート仕切 朱天黒　
¥5,250 402×350×H36 梱30
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■   角重

3-671-01 1300312

蓋　¥700 91×91×H15 梱100

【A】3寸朝日重 黒朱市松内黒塗　

3-671-02 1300313

親　¥900 91×91×H39 梱100

3-671-03 1300314

蓋　¥1,000 91×91×H15 梱100

【A】3寸朝日重 黒金市松内黒塗　

3-671-04 1300315

親　¥1,300 91×91×H39 梱100

3-671-05 1300316

蓋　¥1,050 91×91×H15 梱100

【A】3寸朝日重 金銀市松内黒塗　

3-671-06 1300317

親　¥1,400 91×91×H39 梱100

3-671-07 1300318

蓋　¥800 110×110×H15 梱80

【A】3.6寸朝日重 黒朱市松内黒塗　

3-671-08 1300319

親　¥950 110×110×H43 梱80

3-671-09 1300320

蓋　¥1,100 110×110×H15 梱80

【A】3.6寸朝日重 黒金市松内黒塗　

3-671-10 1300321

親　¥1,350 110×110×H43 梱80

3-671-11 1300322

蓋　¥1,150 110×110×H15 梱80

【A】3.6寸朝日重 金銀市松内黒塗　

3-671-12 1300323

親　¥1,450 110×110×H43 梱80

3-671-13 1300324

蓋　 ¥950  123×123×H20 梱80

【A】4.1寸朝日重 黒朱市松内黒塗　

3-671-14 1300325

親　 ¥1,100  123×123×H47 梱80

3-671-15 1300326

蓋　¥1,250 123×123×H20 梱80

【A】4.1寸朝日重 黒金市松内黒塗　

3-671-16 1300327

親　¥1,550 123×123×H47 梱80

3-671-17 1300328

蓋　¥1,350 123×123×H20 梱80

【A】4.1寸朝日重 金銀市松内黒塗　

3-671-18 1300329

親　¥1,650 123×123×H47 梱80

3-671-19 1300330

蓋　¥1,000 160×160×H18 梱60

【A】5.3寸朝日重 黒朱市松内黒塗　

3-671-20 1300331

親　¥1,300 150×150×H45 梱60

3-671-21 1300332

蓋　¥1,300 160×160×H18 梱60

【A】5.3寸朝日重 黒金市松内黒塗　

3-671-22 1300333

親　¥1,800 150×150×H45 梱60

3-671-23 1300334

蓋　¥1,400 160×160×H18 梱60

【A】5.3寸朝日重 金銀市松内黒塗　

3-671-24 1300335

親　¥1,850 150×150×H45 梱60
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■    お重・すず弁当

※収納する際にはコンパクト
　＆スマートに収納すること
　ができます。

3-672-01 1300339 4寸 蓋　  ¥650 123×123×H12 梱200

【A】隅切ヘギ目弁当 溜内朱塗　

3-672-02 1300340 4寸 親　  ¥850 120×120×H46 梱80

3-672-03 1300341 5寸 蓋　  ¥700 153×153×H15 梱150

3-672-04 1300342 5寸 親　 ¥1,000 150×150×H55 梱60

3-672-05 1300343 6寸 蓋　  ¥950 189×189×H11 梱100

3-672-06 1300344 6寸 親　 ¥1,400 185×185×H58 梱60

3-672-12 1300347 （小） 蓋　¥1,450 178×178×H7 梱200

【A】マトリョーシカボックス 白木（内黒）　

3-672-13 1300494 （小） 親　¥1,650 178×178×H50 梱100

3-672-14 1300348 （中） 蓋　¥1,550 190×190×H9 梱150

3-672-15 1300495 （中） 親　¥1,850 190×190×H60 梱80

3-672-16 1300349 （大） 蓋　¥1,850 203×203×H10 梱120

3-672-17 1300496 （大） 親　¥2,700 203×203×H76 梱60

3-672-18 1300350 （小） 蓋　¥1,450 178×178×H7 梱200

【A】マトリョーシカボックス 赤茶刷毛目（内黒）　

3-672-19 1300497 （小） 親　¥1,650 178×178×H50 梱100

3-672-20 1300351 （中） 蓋　¥1,550 190×190×H9 梱150

3-672-21 1300498 （中） 親　¥1,850 190×190×H60 梱80

3-672-22 1300352 （大） 蓋　¥1,850 203×203×H10 梱120

3-672-23 1300499 （大） 親　¥2,700 203×203×H76 梱60

3-672-07 1300336
【A】縁高重 蓋 黒内朱塗　
¥900 173×173×H11 梱100

3-672-08 1300337
【A】縁高重 本体 黒内朱塗　
¥1,150 172×172×H56 梱60

3-672-09 1300338
【A】縁高重用仕切 朱塗　
¥550 155×77×H39 梱200

3-672-10 1300345
【A】すず弁当（小） 新溜内朱　
¥2,250 φ131×H145 梱60

3-672-11 1300346
【A】すず弁当（大） 新溜内朱　
¥2,500 φ162×H157 梱30
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■   千鳥鉢・千筋丸重・ひさご弁当

3-673-01 1300353

3寸　	 ¥600  110×117×H19	梱200

【A】千鳥鉢用蓋	黒天朱内朱塗　

3-673-02 1300354

4寸　	 ¥700  130×139×H19	梱150

3-673-03 1300355

5寸　	 ¥950  153×163×H20	梱120

3-673-04 1300356

5.5寸　	¥1,150  177×190×H22	梱100

3-673-05 1300357

6寸　	 ¥1,300  195×200×H22	梱80

3-673-06 1300358

3寸　	 ¥700  φ89×H45	梱150

【A】千鳥鉢用中段	黒刷毛目内朱塗　

3-673-07 1300359

4寸　	 ¥1,150  φ120×H46	梱150

3-673-08 1300360

5寸　	 ¥1,450  φ144×H46	梱120

3-673-09 1300361

5.5寸　	¥2,000  φ167×H47	梱100

3-673-10 1300362

3寸　	 ¥850  φ100×H53	梱100

【A】千鳥鉢	総黒刷毛目　

3-673-11 1300363

4寸　	 ¥1,100  φ120×H60	梱100

3-673-12 1300364

5寸　	 ¥1,600  φ142×H67	梱80

3-673-13 1300365

5.5寸　	¥2,400  φ166×H73	梱60

3-673-14 1300366

6寸　	 ¥2,700  φ182×H81	梱40

3-673-15 1300367

7寸　	 ¥4,250  φ208×H91	梱40

3-673-16 1300368

3寸　	 ¥830  φ100×H53	梱100

【A】千鳥鉢	黒刷毛目内朱塗　

3-673-17 1300369

4寸　	 ¥1,050  φ120×H60	梱100

3-673-18 1300370

5寸　	 ¥1,550  φ142×H67	梱80

3-673-19 1300371

5.5寸　	¥2,300  φ166×H73	梱60

3-673-20 1300372

6寸　	 ¥2,600  φ182×H81	梱40

3-673-21 1300373

7寸　	 ¥4,150  φ208×H91	梱40

3-673-22 1300374

蓋　	 ¥1,100  φ152×H27	梱100

【A】5寸千筋丸重	新溜内朱塗　

3-673-23 1300375

中段　	¥1,300  φ152×H46	梱50

3-673-24 1300376

下段　	¥1,550  φ152×H67	梱50

3-673-25 1300378

蓋　	 ¥1,700  φ165×H33	梱100

【A】5.5寸千筋丸重	春慶内黒塗　

3-673-26 1300379

中段　	¥1,650  φ165×H53	梱50

3-673-27 1300380

下段　	¥2,150  φ165×H74	梱50

3-673-28 1300377
【A】5寸千筋丸重用T字仕切	朱塗　
¥700 141×70×H29 梱200

3-673-29 1300381
【A】5.5寸千筋丸重用T字仕切	黒塗　
¥750 154×76×H30 梱200

3-673-30 1300382
【A】5寸千筋丸重用Y字仕切	黒塗　
¥800 φ140×H30 梱200

3-673-31 1300383
【A】ひさご弁当	新溜内朱　
¥3,150 φ169×H170 梱40
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■    横綱椀

3-674-04 1300385

8寸　 ¥5,400  φ243×H156 梱20

【A】横綱椀 レインボー内黒塗　

3-674-05 1300386

9寸　 ¥6,700  φ265×H168 梱20

3-674-06 1300387

尺0寸　 ¥8,500  φ300×H200 梱20

3-674-07 1300388

尺2寸　 ¥12,500  φ370×H245 梱10

3-674-08 1300389

8寸　 ¥6,200  φ243×H156 梱20

【A】横綱椀 朱老松（手描き）内黒塗　

3-674-09 1300390

9寸　 ¥7,600  φ265×H168 梱20

3-674-10 1300391

尺0寸　 ¥9,600  φ300×H200 梱20

3-674-11 1300392

尺2寸　 ¥14,000  φ370×H245 梱10

3-674-13 1200683 16㎝　 ¥3,300  φ155×H13 梱60

【木】木製目皿

3-674-14 1200684 19㎝　 ¥3,500  φ189×H13 梱60

3-674-15 1200685 22㎝　 ¥4,500  φ220×H13 梱40

3-674-16 1200686 25㎝　 ¥5,000  φ247×H13 梱20

3-674-17 1200687 28㎝　 ¥5,500  φ280×H13 梱20

3-674-18 1200688 31㎝　 ¥6,000  φ305×H13 梱20

3-674-19 1200689 33㎝　 ¥6,500  φ332×H13 梱20

3-674-20 1200690 37㎝　 ¥6,800  φ369×H13 梱20

3-674-21 1200691 40㎝　 ¥7,300  φ401×H13 梱20

3-674-22 1200692 43㎝　 ¥7,500  φ432×H13 梱10

3-674-23 1300396 19㎝　 ¥780  φ185×H10 梱150

【A】樹脂製目皿

3-674-24 1300397 22㎝　 ¥1,350  φ223×H10 梱120

3-674-25 1300398 24㎝　 ¥1,550  φ242×H10 梱80

3-674-26 1300399 27㎝　 ¥1,800  φ267×H10 梱60

3-674-27 1300400 35㎝　 ¥3,100  φ350×H10 梱40

3-674-02 1300393
【A】6.5寸横綱椀 老松内黒塗　
¥3,500 φ198×H130 梱40

3-674-01 1300384
【A】6.5寸横綱椀 レインボー内黒塗　
¥4,000 φ198×H130 梱40

3-674-03 1300394
【A】6.5寸横綱椀用仕切 朱天黒　
¥900 φ189×H37 梱60

3-674-12 1300395
【A】尺0寸横綱椀用仕切 朱天黒　
¥2,000 φ287×H32 梱40
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■   プレート・越前盛箱

3-675-01 1300401
【A】楽膳プレート 朱天黒　
¥2,100 356×237×H51 梱40

3-675-02 1300402
【A】楽膳プレート 黒天朱　
¥2,100 356×237×H51 梱40

3-675-03 1300503
【A】友禅プレート 朱天黒　
¥2,300 404×229×H52 梱40

3-675-04 1300504
【A】友禅プレート 黒天朱　
¥2,300 404×229×H52 梱40

3-675-05 1300405
【A】越前盛箱 黒内朱　
¥1,450 202×119×H44 梱100

3-675-06 1300406
【A】越前盛箱 銀朱　
¥1,500 202×119×H44 梱100

3-675-07 1300407
【A】越前盛箱 春慶内黒　
¥1,600 202×119×H44 梱100
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■    お子様ランチ皿

ランチ皿はプレートが
取り外せます。

ランチ皿はプレートが
取り外せます。

【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応

3-676-01 1300408
【メラミン】耐熱シトロエンランチ皿のみ 白　
¥2,350  梱100

3-676-02 1300409
【A】シトロエンランチ皿 レッド　
¥9,600 290×168×H75 梱30

3-676-03 1300410
【A】シトロエンランチ皿 オレンジ　
¥9,600 290×168×H75 梱30

3-676-04 1300411
【A】シトロエンランチ皿 イエロー　
¥9,600 290×168×H75 梱30

3-676-05 1300412
【A】シトロエンランチ皿 ピンク　
¥9,600 290×168×H75 梱30

3-676-06 1300413
【A】シトロエンランチ皿 グリーン　
¥9,600 290×168×H75 梱30

3-676-07 1300414
【A】シトロエンランチ皿 水色　
¥9,600 290×168×H75 梱30

3-676-08 1300415
【A】シトロエンランチ皿 ブルー　
¥9,600 290×168×H75 梱30

3-676-09 1300416
【A】D-51汽車ランチ皿 レッド　
¥11,000 300×150×H83 梱20

3-676-10 1300417
【A】D-51汽車ランチ皿 ブルー　
¥11,000 300×150×H83 梱20

3-676-11 1300418
【A】D-51汽車ランチ皿 ブラック　
¥11,000 300×150×H83 梱20

3-676-12 1300419
【メラミン】耐熱汽車ランチ皿のみ 白　
¥2,350  梱100
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■   お子様ランチ皿

※新幹線ランチ皿は
　プレートが
　取り外せます。

【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応

3-677-01 1300420
【PC】耐熱新幹線ランチ皿のみ 白　
¥2,150  梱100

3-677-02 1300421
【A】新幹線ランチ皿 ブルー　
¥8,250 360×140×H75 梱30

3-677-03 1300422
【A】新幹線ランチ皿 グリーン　
¥8,250 360×140×H75 梱30

3-677-04 1300423
【A】新幹線お子様ランチ皿 ブルー　
¥9,600 375×140×H85 梱30

3-677-05 1300424
【A】新幹線お子様ランチ皿 シルバー　
¥9,600 375×140×H85 梱30

3-677-06 1300425
【A】新幹線お子様ランチ皿 アイボリー　
¥9,600 375×140×H85 梱30

3-677-07 1300426
【A】ジャンボジェットランチ皿 イエロー　
¥11,700 340×260×H68 梱30

3-677-08 1300427
【A】おとぎの国小判ランチ皿 ピンク　
¥5,300 317×240×H20 梱40

3-677-09 1300428
【A】おとぎの国小判ランチ皿 イエロー　
¥5,300 317×240×H20 梱40

お子様の夢をプレートにのせて
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■    お子様プレート【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応

3-678-01 1300429

耐熱ランチプレート　 ¥6,500  320×245×H23 梱40

【メラミン】キティ ピンク

3-678-02 1300430

耐熱マグカップ　 ¥2,400  φ74×H80 梱80

3-678-03 1300431

耐熱スプーン　 ¥980  124×32 梱360

3-678-04 1300432

耐熱ランチプレート　 ¥6,500  320×245×H23 梱40

【メラミン】キティ ホワイト

3-678-05 1300433

耐熱マグカップ　 ¥2,400  φ74×H80 梱80

3-678-06 1300434

耐熱丸小鉢　 ¥2,100  φ127×43 梱120

3-678-07 1300435

耐熱スプーン　 ¥980  124×32 梱360

3-678-08 1300436

耐熱フォーク　 ¥980  129×23 梱360

3-678-09 1300437

耐熱ランチプレート　 ¥6,500  320×245×H23 梱40

【メラミン】ハローキティ

3-678-10 1300438

耐熱マグカップ　 ¥2,400  φ74×H80 梱80

3-678-11 1300439

耐熱汁椀（身）　 ¥1,950  φ105×H43 梱120

3-678-12 1300440

耐熱汁椀（蓋）　 ¥1,700  φ105×H15 梱200

3-678-13 1300441

耐熱スプーン　 ¥980  124×32 梱360

3-678-14 1300442

耐熱フォーク　 ¥980  129×23 梱360

3-678-16 1300444

耐熱ランチプレート　 ¥6,750  320×245×H23 梱40

【メラミン】キティ レインボー

3-678-17 1300445

耐熱丸小鉢　 ¥2,150  φ127×43 梱120

3-678-18 1300446

耐熱ランチプレート　 ¥6,500  320×245×H25 梱40

【メラミン】ケロッピー

3-678-19 1300447

耐熱マグカップ　 ¥2,400  φ74×H80 梱80

3-678-20 1300448

耐熱スプーン　 ¥980  124×32 梱360

3-678-22 1300450

耐熱ランチプレート　 ¥6,750  320×245×H23 梱40

【メラミン】新幹線

3-678-23 1300451

耐熱丸小鉢　 ¥2,150  φ127×43 梱120

3-678-24 1300452

耐熱ランチプレート　 ¥6,500  320×245×H23 梱40

【メラミン】アヒルのペックル

3-678-25 1300453

耐熱マグカップ　 ¥2,400  φ74×H80 梱80

3-678-26 1300454

耐熱丸小鉢　 ¥2,100  φ127×43 梱120

3-678-27 1300455

耐熱スプーン　 ¥980  124×32 梱360

3-678-28 1300456

耐熱フォーク　 ¥980  129×23 梱360

3-678-15 1300443
【メラミン】耐熱角ランチプレート キティ レインボー　
¥6,950 325×231×H23 梱40

3-678-21 1300449
【メラミン】耐熱角ランチプレート 新幹線　
¥6,950 325×231×H23 梱40
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■   ダイナソワーズお子様プレート 【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応

3-679-05 1300461

（身）　¥1,950 φ111×H50 梱120

【メラミン】耐熱飯椀 ダイナソワーズ　

3-679-06 1300462

（蓋）　¥1,700 φ113×H11 梱200

3-679-07 1300463

（身）　¥1,950 φ105×H43 梱120

【メラミン】耐熱汁椀 ダイナソワーズ　

3-679-08 1300464

（蓋）　¥1,700 φ105×H15 梱200

3-679-01 1300457
【FRP】耐熱トレー ダイナソワーズ　
¥5,700 360×265×H20.5 梱30

3-679-02 1300458
【メラミン】耐熱丸ランチ皿 ダイナソワーズ　
¥3,350 φ210×H24 梱40

3-679-03 1300459
【メラミン】耐熱角ランチトレー ダイナソワーズ　
¥6,650 325×231×H20.5 梱40

3-679-04 1300460
【メラミン】耐熱ラーメン丼 ダイナソワーズ　
¥3,300 φ170×H58 梱60

3-679-09 1300465
【メラミン】耐熱カレー皿 ダイナソワーズ　
¥2,750 φ190×H34 梱100

3-679-10 1300466
【メラミン】耐熱おやつ皿 ダイナソワーズ　
¥2,400 φ160×H23 梱100

3-679-11 1300467
【メラミン】耐熱取皿 ダイナソワーズ　
¥1,780 φ152×H21 梱200

3-679-12 1300468
【メラミン】耐熱丸小鉢 ダイナソワーズ　
¥2,100 φ127×H43 梱120

3-679-13 1300469
【メラミン】耐熱角鉢 ダイナソワーズ　
¥2,150 140×115×H35 梱120

3-679-14 1300470
【メラミン】耐熱タンブラー ダイナソワーズ　
¥1,950 φ74×H80 梱100

3-679-15 1300471
【メラミン】耐熱マグカップ ダイナソワーズ　
¥2,400 73×97×H69 梱60
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■    ハローキティお子様プレート【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応

3-680-05 1300476

（身）　¥1,950 φ111×H50 梱120

【メラミン】耐熱飯椀 ハローキティ　

3-680-06 1300477

（蓋）　¥1,700 φ113×H11 梱200

3-680-07 1300439

（身）　¥1,950 φ105×H43 梱120

【メラミン】耐熱汁椀 ハローキティ　

3-680-08 1300440

（蓋）　¥1,700 φ105×H15 梱200

3-680-01 1300472
【FRP】耐熱トレー ハローキティ　
¥5,700 360×265×H20.5 梱30

3-680-02 1300473
【メラミン】耐熱丸ランチ皿 ハローキティ　
¥3,350 φ210×H24 梱40

3-680-03 1300474
【メラミン】耐熱角ランチトレー ハローキティ　
¥6,650 325×231×H20.5 梱40

3-680-04 1300475
【メラミン】耐熱ラーメン丼 ハローキティ　
¥3,300 φ170×H58 梱60

3-680-09 1300478
【メラミン】耐熱カレー皿 ハローキティ　
¥2,750 φ190×H34 梱100

3-680-10 1300479
【メラミン】耐熱おやつ皿 ハローキティ　
¥2,400 φ160×H23 梱100

3-680-11 1300480
【メラミン】耐熱取皿 ハローキティ　
¥1,780 φ152×H21 梱200

3-680-12 1300481
【メラミン】耐熱丸小鉢 ハローキティ　
¥2,100 φ127×H43 梱120

3-680-13 1300482
【メラミン】耐熱角鉢 ハローキティ　
¥2,100 140×115×H35 梱120

3-680-14 1300483
【メラミン】耐熱タンブラー ハローキティ　
¥1,950 φ74×H80 梱100

3-680-15 1300438
【メラミン】耐熱マグカップ ハローキティ　
¥2,400 73×97×H69 梱60
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■   木製松花堂

3-681-01 1300484
【木】木製8.5寸木目松花堂（十字仕切付） 総黒　
¥7,350 265×265×H64 梱20

3-681-02 1300485
【木】木製8.5寸千筋松花堂（十字仕切付） 総黒　
¥9,200 265×265×H64 梱20

3-681-03 1300486
【木】木製8.5寸布目内千筋松花堂（十字仕切付） 総溜　
¥11,000 265×265×H64 梱20

3-681-04 1300487
【木】木製6.5寸カンナ目内千筋重 3段 溜内朱　
¥15,000 198×198×H160 梱20
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■    木製弁当

3-682-01 1300488
【木】木製（小）野立て弁当 黒渕朱　
¥13,500 138×128×H178 梱20

3-682-02 1300489
【木】木製野立て弁当 朱　
¥11,000 171×169×H206 梱10

3-682-03 1300490
【木】木製小次郎手提げ弁当 黒渕朱　
¥16,500 160×155×H242 梱10

3-682-04 1300491
【木】木製持ち手付 6寸重 黒春秋　
¥9,000 185×151×H195 梱10

3-682-05 1300492
【木】木製白木長手野立て弁当　
¥28,500 278×145×H191 梱6

3-682-06 1300493
【木】木製長手千筋野立て弁当 総黒　
¥18,500 266×142×H175 梱6
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