
東京都台東区東上野1-27-12 箱義ビル 東京都台東区谷中3-1-5
平日 09:00～18:00、土曜 10:00～17:00 平日 10:30～19:00
第2,4土曜日、日曜、祝日定休 木曜日定休
TEL:03-3832-8544／FAX:03-3831-4312 TEL:03-5832-9811／FAX:03-5832-9833
mail:info@hakoyoshi.com mail:yanaka@hakoyoshi.com

既製品以外にも、桐・その他木製品をお一つから特注する事が出来ます。

お見積りは無料にて。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

単盃　
サイズ 価格（8％税込） 備考

2.0寸 ¥435

2.5寸 ¥496
3.0寸 ¥559
3.5寸 ¥683
4.0寸 ¥869
4.5寸 ¥1,117

5.0寸 ¥1,366
5.5寸 ¥2,111
6.0寸 ¥2,484
6.5寸 ¥2,732
7.0寸 ¥3,477

7.5寸 ¥3,850
8.0寸 ¥4,098
8.5寸 ¥5,464
9.0寸 ¥6,831
9.5寸 ¥7,452

10.0寸 ¥8,073

2.0寸 脚なし ¥378
2.5寸 脚なし ¥432
3.0寸 脚なし ¥518

3.5寸 脚なし ¥594
4.0寸 脚なし ¥648
4.5寸 脚なし ¥842

組盃

サイズ 価格（8％税込） 備考
3.0寸 ¥683
3.5寸 ¥932
4.0寸 ¥1,117
4.5寸 ¥1,366

5.0寸 ¥1,863
5.5寸 ¥2,484
6.0寸 ¥3,105
6.5寸 ¥3,850

皿箱
サイズ 価格（8％税込） 備考

3.5寸 ¥1,117
4.0寸 ¥1,242
4.5寸 ¥1,304

5.0寸 ¥1,366
5.5寸 ¥2,111
6.0寸 ¥2,484
6.5寸 ¥2,732
7.0寸 ¥3,477

7.5寸 ¥3,850
8.0寸 ¥4,098
8.5寸 ¥5,464
9.0寸 ¥6,831
9.5寸 ¥7,452

10.0寸 ¥8,073

内寸233×233×H60mm
内寸248×248×H60mm
内寸263×263×H70mm
内寸278×278×H70mm
内寸293×293×H75mm

内寸309×309×H75mm

寸法
内寸112×112×H30mm

紐付

内寸127×127×H40mm
内寸142×142×H40mm

内寸157×157×H40mm
内寸172×172×H45mm
内寸187×187×H45mm
内寸203×203×H54mm
内寸218×218×H54mm

内寸97×97×H70mm

紐付

内寸112×112×H76mm
内寸127×127×H81mm
内寸142×142×H88mm

内寸157×157×H103mm
内寸172×172×H108mm
内寸187×187×H122mm
内寸203×203×H132mm

内寸82×82×H36mm
内寸97×97×H39mm

内寸112×112×H47mm
内寸127×127×H54mm
内寸142×142×H66mm

寸法

内寸248×248×H121mm
内寸263×263×H125mm
内寸278×278×H136mm
内寸293×293×H142mm

内寸309×309×H152mm

内寸66×66×H32mm

内寸158×158×H75mm
内寸173×173×H81mm
内寸187×187×H85mm
内寸203×203×H94mm
内寸218×218×H106mm

内寸233×233×H114mm

本店 谷中店

寸法
内寸66×66×H32mm

紐付

内寸82×82×H36
内寸97×97×H39mm
内寸112×112×H47mm
内寸127×127×H54mm
内寸142×142×H66mm
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立箱
サイズ 価格（8％税込） 備考

3.0寸 ¥2,484
3.5寸 ¥1,863

4.0寸 ¥2,111
4.5寸 ¥2,359
5.0寸 ¥2,808
5.5寸 ¥3,132
6.0寸 ¥3,564

6.5寸 ¥4,098
7.0寸 ¥5,216
7.5寸 ¥6,210
8.0寸 ¥7,576
8.5寸 ¥8,197

9.0寸 ¥9,066
9.5寸 ¥9,936
10.0寸 ¥11,178

四方桟

サイズ 価格（8％税込） 備考
2.4寸 ¥2,111
2.8寸 ¥2,484
3.2寸 ¥3,477
3.6寸 ¥3,601

4.0寸 ¥3,726
4.4寸 ¥3,850
4.7寸 ¥3,974

5.0寸 ¥4,098
5.3寸 ¥4,347

5.6寸 ¥4,843

内装付きの箱
※台紙の色、ツメやゴム等の位置変更も可能です。

商品名 寸法 仕様 価格（8％税込） 備考
黒 別珍 ¥261
白 別珍 ¥261
紺 別珍 ¥261
台紙無し・箱のみ ¥251

黒 別珍 ¥273 小ツメ付
白 別珍 ¥273 小ツメ付
紺 別珍 ¥273 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥263 箱は「ブローチ平」
黒 別珍 ¥273

白 別珍 ¥273
紺 別珍 ¥273
台紙無し・箱のみ ¥263
黒 別珍 ¥298 小ツメ付
白 別珍 ¥298 小ツメ付

紺 別珍 ¥298 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥288
黒 別珍 ¥286
白 別珍 ¥286
紺 別珍 ¥286

台紙無し・箱のみ ¥276
黒 別珍 ¥559
白 別珍 ¥559
紺 別珍 ¥559
台紙無し・箱のみ ¥549

黒 別珍 ¥621
白 別珍 ¥621
紺 別珍 ¥621
台紙無し・箱のみ ¥611
黒 別珍 ¥745

白 別珍 ¥745
紺 別珍 ¥745
台紙無し・箱のみ ¥735
黒 別珍 ¥447
白 別珍 ¥447

紺 別珍 ¥447
台紙無し・箱のみ ¥437

上金具 内寸118×78×H24mm　　

大金具 内寸136×91×H23mm　　

特大金具 内寸151×100×H23mm　

特大金具深口 内寸151×100×H40mm

深ブローチ平　 内寸77×51×H24mm　　

深ブローチカフス 内寸77×51×H24mm　　

小金具 内寸84×63×H27mm　　

内寸151×151×H100mm
内寸160×160×H100mm

内寸169×169×H100mm

ブローチ平 内寸77×51×H18mm　　

ブローチタイ止め 内寸77×51×H18mm　　

内寸303×303×H378mm

寸法
内寸72×72×H100mm

紐付、高さカット可能、上材

内寸84×84×H100mm
内寸96×96×H100mm
内寸109×109×H100mm

内寸121×121×H100mm
内寸133×133×H100mm
内寸142×142×H100mm

内寸212×212×H335mm
内寸227×227×H350mm
内寸242×242×H365mm
内寸257×257×H365mm

内寸272×272×H365mm
内寸287×287×H378mm

寸法
内寸90×90×H210mm

紐付、高さカット可能

内寸106×106×H182mm

内寸121×121×H182mm
内寸136×136×H202mm
内寸151×151×H242mm
内寸166×166×H242mm
内寸181×181×H272mm

内寸196×196×H272mm
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※台紙の色、ツメやゴム等の位置変更も可能です。

商品名 寸法 仕様 価格（8％税込） 備考
黒 別珍 ¥347
白 別珍 ¥347

紺 別珍 ¥347
台紙無し・箱のみ ¥337
黒 別珍 ¥422
白 別珍 ¥422
紺 別珍 ¥422

台紙無し・箱のみ ¥412
黒 別珍 ¥410
白 別珍 ¥410
紺 別珍 ¥410
台紙無し・箱のみ ¥400

黒 別珍 ¥286 小ツメ付
白 別珍 ¥286 小ツメ付
紺 別珍 ¥286 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥276
黒 別珍 ¥372 小ツメ付

白 別珍 ¥372 小ツメ付
紺 別珍 ¥372 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥362
黒 別珍 ¥385
白 別珍 ¥385

紺 別珍 ¥385
台紙無し・箱のみ ¥375
黒 別珍 ¥471 小ツメ付

白 別珍 ¥471 小ツメ付
紺 別珍 ¥471 小ツメ付

台紙無し・箱のみ ¥461
黒 別珍 ¥932 小ツメ付
白 別珍 ¥932 小ツメ付
紺 別珍 ¥932 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥922

黒 別珍 ¥435 小ツメ付
白 別珍 ¥435 小ツメ付
紺 別珍 ¥435 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥425
黒 別珍 ¥670 小ツメ付

白 別珍 ¥670 小ツメ付
紺 別珍 ¥670 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥660
黒 別珍 ¥248 小ツメ付
白 別珍 ¥248 小ツメ付

紺 別珍 ¥248 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥238
黒 別珍 ¥273
白 別珍 ¥273
紺 別珍 ¥273

台紙無し・箱のみ ¥263
黒 別珍 ¥298
白 別珍 ¥298
紺 別珍 ¥298
台紙無し・箱のみ ¥288

黒 別珍 ¥322
白 別珍 ¥322
紺 別珍 ¥322
台紙無し・箱のみ ¥312
黒 別珍 ¥385 ゴム付

白 別珍 ¥385 ゴム付
¥385 ゴム付

台紙無し・箱のみ ¥312
黒 別珍 ¥372 小ツメ付
白 別珍 ¥372 小ツメ付

紺 別珍 ¥372 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥312
黒 別珍 ¥286 小ツメ付
白 別珍 ¥286 小ツメ付
紺 別珍 ¥286 小ツメ付

台紙無し・箱のみ ¥276
黒 別珍 ¥311 小ツメ付
白 別珍 ¥311 小ツメ付
紺 別珍 ¥311 小ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥301

根付深口 内寸100×38×H30mm　　

２７角ゴムセット 内寸82×82×H27mm　　

２７角ツメセット 内寸82×82×H27mm　　

根付 内寸100×38×H17mm　　

２２角平 内寸66×66×H16mm　　

２７角浅口 内寸82×82×H16mm　　

２７角平 内寸82×82×H27mm　　

ネックレス 内寸218×49×H21mm　　

ネックレス深口 内寸218×49×H29mm　　

小タイ止め 内寸62×35×H18mm　　

中ペンダント深口 内寸167×51×H28mm　　

大ペンダント 内寸242×55×H21mm　　

大ペンダント深口 内寸242×55×H29mm　　

上名刺 内寸118×78×H21mm　　

小ペンダント 内寸143×36×H21mm　　

中ペンダント浅口 内寸157×56×H18mm　　

名刺平　 内寸117×78×H18mm　　

大名刺 内寸126×83×H35mm　　
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※台紙の色、ツメやゴム等の位置変更も可能です。

商品名 寸法 仕様 価格（8％税込） 備考
黒 別珍 ¥248 差込穴
白 別珍 ¥248 差込穴

紺 別珍 ¥248 差込穴
台紙無し・箱のみ ¥205 箱は「豆９分」
黒 別珍 ¥273 差込穴
白 別珍 ¥273 差込穴
紺 別珍 ¥273 差込穴

台紙無し・箱のみ ¥263
黒 別珍 ¥347 大ツメ付
白 別珍 ¥347 大ツメ付
紺 別珍 ¥347 大ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥337

黒 別珍 ¥248 丸穴
白 別珍 ¥248 丸穴
紺 別珍 ¥248 丸穴
台紙無し・箱のみ ¥205 箱は「豆９分」

紺 別珍 ¥243 落込
台紙無し・箱のみ ¥180 箱は「豆5分」
紺 別珍 ¥253 落込
台紙無し・箱のみ ¥193 箱は「豆7分」
紺 別珍 ¥243 落込

台紙無し・箱のみ ¥180 箱は「豆5分」
紺 別珍 ¥335 落込
台紙無し・箱のみ ¥238 箱は「小タイ止め」

紺 別珍 ¥645 落込
台紙無し・箱のみ ¥362 箱は「中ペンダント」

一膳用、紺 別珍 ¥491 大ツメ付
二膳用、紺 別珍 ¥534 大ツメ付
台紙無し・箱のみ ¥461 箱は「大ペンダント」

白 別珍 ¥286

台紙無し・箱のみ ¥276
白 別珍 ¥683 箔押
台紙無し・箱のみ ¥549 箱は「大金具」

念珠大 内寸235×84×H25mm 白 サテン ¥1,056 箔押
帯シメ 内寸270×42×H40mm 白 サテン ¥559

紺 ウールペーパー ¥205
台紙無し・箱のみ ¥205
紺 ウールペーパー ¥248
台紙無し・箱のみ ¥248

紺 ウールペーパー ¥286
紺 別珍 ¥311
台紙無し・箱のみ ¥276 箱は「小ペンダント」
紺 ウールペーパー ¥372

紺 別珍 ¥410
台紙無し・箱のみ ¥372
紺 ウールペーパー ¥882
紺 別珍 ¥932
台紙無し・箱のみ ¥882

紺 ウールペーパー ¥1,180
紺 別珍 ¥1,490
台紙無し・箱のみ ¥1,188

￥16

￥27

スプーン入6本 内寸200×142×H24mm

小ツメ

大ツメ

スプーン入１本　 内寸143×36×H21mm

スプーン入2本 内寸142×73×H21mm

スプーン入3本 内寸142×109×H21mm

念珠小 内寸136×91×H23mm

細鈴入 内寸100×21×H15mm

耳かき 内寸140×24×H12mm

しおり 内寸157×56×H18mm　　

箸用 （一膳/二膳） 内寸242×55×H21mm

靴べら入れ 内寸96×49×H20mm

バッチ深口 内寸47×39×H21mm　　

グリーンマーク１ヶ入れ 内寸47×39×H15mm　　

グリーンマーク2ヶ入れ 内寸62×35×H18mm　　

指輪特大 内寸60×60×H32mm

タイタック 内寸47×39×H27mm　　

バッチ 内寸47×39×H15mm　　

指輪小 内寸47×39×H27mm　　

指輪大 内寸63×42×H33mm
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アクセサリ入れ
商品名 寸法 仕様 価格（8％税込） 備考

フライダルリング小 外寸76×76×H65 寿文字 無 ¥2,759
寿文字 無 ¥3,297

寿文字 有 ¥3,297
寿文字 無 ¥4,415
寿文字 有 ¥4,415

桐箱 ¥2,591

桐箱 (紙製外箱付) ¥3,087
房付 桐箱 ¥3,203
房付 桐箱(紙製外箱付) ¥3,835
桐箱 ¥2,591
桐箱 (紙製外箱付) ¥3,087

房付 桐箱 ¥3,203
房付 桐箱(紙製外箱付) ¥3,835
桐箱 ¥2,591
桐箱 (紙製外箱付) ¥3,087
房付 桐箱 ¥3,203

房付 桐箱(紙製外箱付) ¥3,835

小～中の箱
商品名 寸法 仕様 価格（8％税込） 備考

紐無 ¥410

紐付 ¥921
紐無 ¥484
紐付 ¥1,036

紐無 ¥609
紐付 ¥1,150

紐無 ¥764
紐付 ¥1,381

商品名 価格（8％税込） 備考
猪口 小 ¥335 高さカット可能
猪口 大 ¥360 高さカット可能

猪口2個入れ ¥594 仕切付
ベルト細 ¥486
ベルト太 ¥534
ベルト四角 ¥1,117
二つ折り財布 ¥397

ベニヤ束入 ¥422
桐束入 ¥435
深束入 ¥745

豆５分 ¥180

豆７分 ¥193
豆９分 ¥205
茶杓入 二方桟 ¥1,863 紐付、高さカット可能、上材
茶杓入 印籠 ¥2,856 上材

へその緒入れ
商品名 価格（8％税込） 備考

へその緒ケース ¥621 箔押
へその緒ケース ハート型 ¥994

内寸225×34×H38mm
内寸225×30×H35mm

寸法
内寸77×51×H18mm

内寸194×100×H17mm
内寸194×100×H30mm

内寸47×39×H15mm

内寸47×39×H21mm
内寸47×39×H27mm

内寸125×60×H33mm
内寸271×36×H60mm
内寸271×42×H60mm
内寸182×182×H48mm
内寸118×100×H24mm

内寸194×100×H20mm

ぐい呑み超特大 内寸100×100×H110mm 高さカット可能

寸法
内寸62×62×H40mm
内寸66×66×H50mm

ぐい呑み大 内寸80×80×H96mm 高さカット可能

ぐい呑み特大 内寸90×90×H104mm 高さカット可能

真珠用箱3点 内寸226×146×H30mm ネックレス・イヤリング・指輪用

ぐい呑み小 内寸73×73×H82mm 高さカット可能

真珠用箱1点 内寸226×146×H15mm ネックレス用

真珠用箱2点 内寸226×146×H15mm ネックレス・イヤリング用

との粉仕上、紙製紅白外箱付
フライダルリング中 外寸128×103×H60mm

フライダルリング大 外寸128×103×H60mm
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長方形・かぶせ 等
商品名 価格（8％税込） 備考

手入れ具 小 ¥807
手入れ具 大 ¥993

一本立て ¥1,614
三角瓶 ¥1,863
中燭 ¥2,980
大燭 ¥3,477
丸反入 ¥3,105

平反入 ¥3,970

色紙 小 ¥3,726
色紙 大　 ¥4,347
風呂敷 ¥869 高さカット可能

A4サイズ ¥2,484 高さカット可能
ハガキサイズ ¥621 高さカット可能
ふくさ小 ¥807
ふくさ中 ¥844
ふくさ大 ¥1,242

こぶくさ ¥993

ビアカップ ¥702
酒器 ¥702
麦酒盃用 ¥1,381 高さカット可能

タンブラー入 ¥1,614
酒注ぎ ¥1,863

靴箱 ¥3,780 高さカット可能
半紙入 高さ30mm ¥3,974 高さカット可能

半紙入 高さ100mm ¥7,452 高さカット可能

酒・食品入れ
商品名 価格（8％税込） 備考

ワイン ¥2,484 高さカット可能

一升瓶 ¥4,347 高さカット可能

マス箱
商品名 価格（8％税込） 備考

根付入 １０マス ¥3,726
根付入 １５マス ¥4,968
根付入 ２０マス ¥6,210

おりん入れ

サイズ 内寸法 仕様 価格（8％税込） 備考

幅127mm、奥行127mm 仕切り 有

上段79mm、下段91mm 仕切り 無

幅143mm、奥行143mmm 仕切り 有

上段85mm下段100mm 仕切り 無

幅152mm、奥行152mmm 仕切り 有

上段94mm下段109mm 仕切り 無

幅167mm、奥行167mmm 仕切り 有

上段103mm下段118mm 仕切り 無

幅191mm、奥行191mmm 仕切り 有

上段109mm下段137mm 仕切り 無

幅212mm、奥行212mmm 仕切り 有

上段121mm下段152mm 仕切り 無
￥9,936

との粉仕上、上材

3.0寸 ￥7,452

3.5寸 ￥8,073

4.0寸 ￥8,694

4.5寸 ￥9,315

5.0寸

寸法

１マス内寸60×60×H60mm ×10マス
１マス内寸60×60×H60mm ×15マス
１マス内寸60×60×H60mm ×20マス

2.5寸 ￥6,831

内寸345×255×H30mm

内寸345×255×H100mm

寸法
内寸330×105×H105mm　

内寸425×130×H130mm　

内寸110×65×H65mm　
内寸92×55×H55mm　
内寸77×77×H115mm　

内寸165×94×H94mm　
内寸200×70×H75mm　

内寸310×180×H120mm　

内寸310×220×H30mm　
内寸160×110×H30mm　
内寸195×124×H16mm

高さカット可能
内寸215×145×H20mm
内寸250×230×H21mm

内寸170×170×H20mm

内寸410×105×H105mm

内寸400×180×H60mm

内寸260×229×H30mm
高さカット可能、上材

内寸288×258×H30mm
内寸249×157×H25mm　

内寸136×81×H70(16/54)mm
内寸173×79×H73(22/51)mm

内寸216×104×H100(15/85)mm

高さカット可能
内寸253×131×H130(20/110)mm
内寸288×167×H167(20/147)mm
内寸318×168×H168(20/148)mm

寸法
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軸箱
※との粉仕上、上材(会津桐)、枕付(取り外し可能)

サイズ 内寸法 仕様 価格（8％税込） 備考
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥2,608

長さ242mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥3,477
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥2,670

長さ257mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥3,539
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥2,732

長さ272mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥3,601

横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥2,795

長さ287mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥3,664
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥2,856

長さ303mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥3,725
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥2,918

長さ318mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥3,787
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥2,980

長さ333mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥3,849
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,043

長さ348mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥3,912

横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,166

長さ363mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,160
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,229

長さ378mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,223
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥4,291

長さ394mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,285
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,353

長さ409mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,347
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,416

長さ424mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,410

横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,477

長さ439mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,471
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,540

長さ455mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,658
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,601

長さ470mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,719
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,664

長さ485mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,782
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,726

長さ500mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,844

横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,850

長さ515mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥4,968
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥3,974

長さ530mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥5,092
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥4,098

長さ545mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥5,216

横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥4,222

長さ560mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥5,464
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥4,347

長さ575mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥5,589

横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥4,471

長さ590mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥5,713
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥4,595

長さ606mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥5,837
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥4,719

長さ621mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥6,210
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥4,968

長さ636mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥6,459
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥5,092

長さ651mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥6,583

横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥5,216

長さ666mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥6,707
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥5,340

長さ681mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥5,831
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥5,464

長さ697mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥7,203
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥5,589

長さ712mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥7,328
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥5,713

長さ727mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥7,452

225寸

230寸

235寸

240寸

195寸

200寸

205寸

210寸

215寸

220寸

165寸

170寸

175寸

180寸

185寸

190寸

135寸

140寸

145寸

150寸

155寸

160寸

105寸

110寸

115寸

120寸

125寸

130寸

80寸

85寸

90寸

95寸

100寸
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※との粉仕上、上材(会津桐)、枕付(取り外し可能)

サイズ 内寸法 仕様 価格（8％税込） 備考
横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥5,837

長さ742mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥7,576

横幅56mm、高さ60mm タトウ 無 ￥5,961

長さ757mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥7,700
横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥6,085

長さ242mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥8,073
横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥6,458

長さ788mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥8,446
横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥6,706

長さ803mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥8,694
横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥7,079

長さ818mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥9,067

横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥7,452

長さ833mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥9,440
横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥8,073

長さ848mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥10,061
横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥8,569

長さ863mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥10,805
横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥9,315

長さ878mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥11,551
横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥9,936

長さ894mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥12,172

横幅59mm、高さ63mm タトウ 無 ￥10,681

長さ909mm（軸先から軸先まで） タトウ 有 ￥12,917

ゆびぬき入れ
商品名 価格（8％税込） 備考

指ぬき用ガラス蓋ケース ￥3,974 仕切り付
指ぬき用アクリル蓋ケース ￥3,353 仕切り付
指ぬき用アクリル蓋ケース 三段 ￥7,204 仕切り付

引出し・大型収納

商品名 価格（8％税込） 備考
三段引出し 小 ￥5,637
三段引出し 大 ￥8,972

布

商品名 寸法 販売単位 価格（8％税込） 備考
約1m×1m 1枚 ￥496
約1m×10m 1巻 ￥4,860

ウコンネル 約1m×1m 1枚 ￥993 綿フランネル、厚みあり
紫布 約1m×1m 1枚 ￥807 綿、光沢あり

房
サイズ 価格（8％税込） 備考

５号 ￥236
４号 ￥248 レーヨン、紫色
３号 ￥273
２号 ￥311

１号 ￥335
房金具（２個セット） ￥140 真鍮、菊座カン

綿、陶器等を包む最も一般的な布

長さ
325mm
435mm
445mm

5号は常時在庫がございます。525mm

655mm

１列 内寸27×150×H27mm ×5列
１列 内寸27×150×H27mm ×5列　三段重ね

寸法
外寸243×235×Ｈ200ｍｍ（1段内寸205×205×35mm ）
外寸357×247×Ｈ266ｍｍ（1段内寸320×220×60mm ）

ウコン布

285寸

290寸

295寸

300寸

寸法

１列 内寸27×150×H27mm ×5列

255寸

260寸

265寸

270寸

275寸

280寸

245寸

250寸
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真田紐 (袋織)
商品名 太さ 販売単位 価格（8％税込） 備考

1メートル ￥112
30メートル (1巻) ￥2,484

1メートル ￥124 アクリル

30メートル (1巻) ￥2,795
1メートル ￥149
30メートル (1巻) ￥4,452
1メートル ￥173

30メートル (1巻) ￥5,211
1メートル ￥112
30メートル (1巻) ￥2,484 レーヨン・綿の混紡
1メートル ￥124 光沢があり柔らかい

30メートル (1巻) ￥2,795

1メートル ￥248
30メートル (1巻) ￥7,452
1メートル ￥311
30メートル (1巻) ￥9,315
1メートル ￥248

30メートル (1巻) ￥7,452
1メートル ￥311
30メートル (1巻) ￥9,315
1メートル ￥248
30メートル (1巻) ￥7,452

1メートル ￥311
30メートル (1巻) ￥9,315
1メートル ￥248

30メートル (1巻) ￥7,452
1メートル ￥311

30メートル (1巻) ￥9,315
1メートル ￥248
30メートル (1巻) ￥7,452
1メートル ￥311
30メートル (1巻) ￥9,315

1メートル ￥248
30メートル (1巻) ￥7,452
1メートル ￥311
30メートル (1巻) ￥9,315
1メートル ￥621

30メートル (1巻) ￥18,630
1メートル ￥705
30メートル (1巻) ￥21,150
1メートル ￥745
30メートル (1巻) ￥22,356 正絹

1メートル ￥807 光沢あり

30メートル (1巻) ￥24,219

皿立て
商品名 サイズ お皿の目安 価格（8％税込） 備考

3.5インチ 直径110ｍｍ未満 ￥932
４インチ 直径130ｍｍ未満 ￥993
５インチ 直径160ｍｍ未満 ￥1,266
６インチ 直径200ｍｍ未満 ￥1,427
７インチ 直径230ｍｍ未満 ￥1,676

８インチ 直径270ｍｍ未満 ￥1,850
９インチ 直径320ｍｍ未満 ￥2,095
１０インチ 直径360ｍｍ未満 ￥2,347
１１インチ 直径390ｍｍ未満 ￥2,514
１２インチ 直径420ｍｍ未満 ￥2,683

１３インチ 直径450ｍｍ未満 ￥2,857
１４インチ 直径500ｍｍ未満 ￥3,229
１５インチ 直径530ｍｍ未満 ￥3,602

皿立て（プラスチック製） 高さ９０mm 直径110ｍｍ未満 ￥373

上紐・古代紫

３分（9mm）

４分（12mm）

皿立て（木製） ウレタン黒塗装

上紐・遠州

３分（9mm）

綿
４分（12mm）

上紐・紅白

３分（9mm）

綿
４分（12mm）

上紐・紺茶

３分（9mm）

綿
４分（12mm）

上紐・ピアノ柄

３分（9mm）

綿
４分（12mm）

上紐・茶色

３分（9mm）

綿
４分（12mm）

上紐・茶緑

３分（9mm）

綿
４分（12mm）

並紐・黄緑

３分（9mm）

４分（12mm）

上紐・黄色

３分（9mm）

綿
４分（12mm）

並紐・古代紫

３分（9mm）

４分（12mm）
紐付きの箱はこちらの紐を無料に

てお付けします。
５分（15mm）

６分（18mm）
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