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木
の
夢

木
で
、も
て
な
す
。

木
の
本
質
を
識
り
、漆
と
語
り
合
う
こ
と
か
ら

は
じ
ま
っ
た
、か
ね
み
つ
漆
器
店
の
歴
史
。

宿
と
旅
人
の
や
す
ら
ぎ
の
た
め
に
、木
に
命
を
吹
き
込
む
。

座
椅
子
や
座
卓
で
は
、く
つ
ろ
ぎ
を
。

食
卓
の
器
で
は
、あ
じ
わ
い
を
。

さ
ら
に
、さ
ま
ざ
ま
な
小
物
で
は
、気
配
り
を
。

す
べ
て
は
心
に
残
る
ひ
と
と
き
の
た
め
に
。

わ
た
し
た
ち
が
お
届
け
し
た
い
の
は
、

古
び
る
こ
と
の
な
い
ク
ラ
シ
ッ
ク
。

飽
き
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
モ
ダ
ン
。

だ
か
ら
長
く
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
た
め
に
、リ
ペ
ア
に
も
対
応
し
て
お
り
ま
す
。

01　木の夢
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FRPキャップ	麻布目	座卓	（軽量）
ZT-001-1	R/B　W900×D900×H330	 ¥180,000

ZT-001-2	R/B　W1200×D900×H330	 ¥220,000

ZT-001-3	R/B　W1500×D900×H330	 ¥250,000

ZT-001-4	R/B　W1800×D900×H330	 ¥280,000

本体	：	木、FRP　	色	：	ワインレッド（R）、黒（B）

かすり乾漆	2枚脚	座卓
ZT-002-1	U/B　W1500×D900×H325　¥400,000

ZT-002-2	U/B　W1800×D900×H325　¥450,000

本体	：	木（漆塗り）　	色	：	うるみ（U）、黒（B）

　
ZT-003-1	U/B　W1500×D900×H325　¥300,000

ZT-003-2	U/B　W1800×D900×H325　¥360,000

本体	：	木	（硬質ウレタン塗装）　	色	：	うるみ（U）、黒（B）

立格子	座いす
ZK-111	W/L/B

W400×D510×H410

¥8,000

本体	：	成形合板

色	：	白（W）、うす茶（L）、黒（B）
>	p18

組格子	座いす
ZK-107	L/B

W460×D600×H420

¥18,000

本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）
>	p17

立格子	脇息
KS-001	W/L/B

W485×D150×H280

¥8,000

本体	：	成形合板

色	：	白（W）、うす茶（L）、黒（B）
>	p18

御殿	DX乾漆	脇息
KS-002	U/B

W540×D150×H270

¥33,000

本体	：	木（漆塗り）

色	：	うるみ（U）、黒（B）
>	p18

驚くほど長持ち。FRPの座卓。
20年使ってもまだ現役、という宿の声もありました。
高い技術力があるから可能なFRPの座卓。
レーシングカーにも使われる、繊維強化プラスチックだから、
軽量で、とても丈夫。
さらに麻布目仕上げで、高級感も演出しています。

2つの仕上げで、お客様の希望を叶えます。
重厚感をお望みなら、漆塗り。
扱いやすさを優先するなら、硬質ウレタン塗り。
ご要望にあわせて、２種類の仕上げをご用意しました。
また座卓の脚は、お好きな形にお作りすることも可能。
さまざまな声にお応えできる、ベストセラーです。
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客室 座卓・テーブル

セン	突板	角脚	座卓	（折脚）
ZT-005-1	W/RB/B　W1200×D750×H325　¥88,000　

ZT-005-2	W/RB/B　W1200×D900×H325　¥90,000　

ZT-005-3	W/RB/B　W1500×D900×H325　¥100,000　

ZT-005-4	W/RB/B　W1800×D900×H325　¥120,000　

本体	：	セン板目突板

色	：	白（W）、赤茶（RB）、黒（B）

白木UV	内黒／朱	座卓
ZT-101-1	R/B　W1500×D900×H330　¥195,000

ZT-101-2	R/B　W1800×D900×H330　¥220,000

本体	：	木

切替色	：	朱（R）、黒（B）

ウレタン（A）／ハードクリア(B)	黒乾漆	座卓	（折脚）
ZT-008-1	W/U/B	A/B　W900×D900×H325	 （A）¥85,000	 (B)¥100,000

ZT-008-2	W/U/B	A/B　W1200×D900×H325	 （A）¥110,000	 (B)¥130,000

ZT-008-3	W/U/B	A/B　W1500×D900×H325	 （A）¥130,000	 (B)¥150,000

ZT-008-4	W/U/B	A/B　W1800×D900×H325	 （A）¥150,000	 (B)¥180,000

本体	：	木　	ウレタン塗装（A）、硬質ウレタン塗装（B）

色	：	白（W）、うるみ（U）、黒（B）

かすり乾漆	春秋磨蒔絵	座卓
ZT-009-1	U/B　W1200×D900×H325　¥500,000

ZT-009-2	U/B　W1500×D900×H325　¥550,000

ZT-009-3	U/B　W1800×D900×H325　¥600,000

本体	：	木	（漆塗り）

色	：	うるみ（U）、黒（B）

ニレ	突板	柾目	座卓
ZT-006

W1500×D900×H330

¥160,000

本体	：	ニレ柾目突板

色	：	うす茶

FRPキャップ	麻布目	座卓
ZT-004-1	R/B　W900×D900×H330	 ¥160,000

ZT-004-2	R/B　W1200×D900×H330	 ¥200,000

ZT-004-3	R/B　W1500×D900×H330	 ¥230,000

ZT-004-4	R/B　W1800×D900×H330	 ¥260,000

本体	：	木、FRP

色	：	ワインレッド（R）、黒（B）

かすり乾漆	老松彫	座卓
ZT-010-1	U/B　W1200×D900×H325　¥400,000

ZT-010-2	U/B　W1500×D900×H325　¥500,000

ZT-010-3	U/B　W1800×D900×H325　¥600,000

本体	：	木	（漆塗り・沈金仕上げ）

うるみ（U）、黒（B）

軽さと丈夫さで、ご好評をいただいている最もポピュラーな

乾漆塗の座卓。何度でも塗り直して長くご使用いただけます。

ロゴマークなどを入れて、オリジナルテーブル

を製作いたします。

漆塗の表面をノミで彫り、金や顔料などを埋め込む

伝統技法「沈金」で、天板に老松を描いた逸品です。

メラミン	乾漆	色分け	座卓	（折脚／軽量）
ZT-007-1　W900×D900×H325	 ¥78,000

ZT-007-2　W1200×D900×H325	 ¥95,000

ZT-007-3　W1500×D900×H325	 ¥110,000

ZT-007-4　W1800×D900×H325	 ¥120,000

本体	：	木、メラミン

色	：	うるみ帯黒乾漆
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セン	突板	京脚	座卓	（折脚）
ZT-110-1　W750×D750×H320	 ¥31,000

ZT-110-2　W900×D600×H320	 ¥31,000

ZT-110-3　W1050×D750×H320	 ¥32,000

ZT-110-4　W1200×D750×H320	 ¥34,000

ZT-110-5　W1500×D900×H320	 ¥42,000

本体	：	セン突板

色	：	茶

ニレ	突板	角脚	座卓	（折脚）
ZT-114-1　W1200×D800×H350　¥83,000

ZT-114-2　W1500×D850×H350　¥93,000

ZT-114-3　W1800×D900×H350　¥110,000

本体	：	ニレ突板

色	：	うす茶

ウォールナット	突板	座卓	（折脚）
ZT-112-1　W1200×D800×H350　¥55,000

ZT-112-2　W1500×D850×H350　¥65,000

本体	：	ウォールナット突板

色	：	赤茶

サクラ	突板	座卓
ZT-115-1　W900×D900×H330	 ¥65,000

ZT-115-2　W1500×D9000×H330	 ¥75,000

本体	：	サクラ突板

色	：	うす茶

ナラ	突板	丸型	座卓	（折脚）
ZT-113-1　φ900×H323	 ¥75,000

ZT-113-2　φ1050×H323	 ¥78,000

ZT-113-3　φ1200×H323	 ¥94,000

本体	：	ナラ突板

色	：	茶

チーク	無垢	のみ目	サイドテーブル
ZT-011

W1200×D600×H380

¥180,000

天板	：	チーク無垢

脚	：	鍛造鉄	（Iron	Works）

色	：	うす茶

サイズの変更が可能です。

お問い合わせください。
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客室 座いす・脇息

A型	座いす
ZK-103	L/B

W550×D570×H410

¥50,000

本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）

立格子	座いす
ZK-111	W/L/B

W400×D510×H410

¥8,000

本体	：	成形合板　	座面	：	滑り止め張り

色	：	白（W）、うす茶（L）、黒（B）

A型	肘つき	座いす
ZK-104	L/B

W565×D570×H410

¥55,000

本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）

花入格子	座いす
ZK-112	W/L/B

W400×D510×H410

¥8,600

本体	：	成形合板　	座面	：	滑り止め張り

色	：	白（W）、うす茶（L）、黒（B）

スポーク	厚座	座いす
ZK-101	L/B

W510×D610×H520×SH140

¥68,000

本体	：	木　	座面	：	PVC

色	：	うす茶（L）、黒（B）

扇面抜き	座いす
ZK-109	W/L/B

W400×D505×H395

¥5,500

本体	：	成形合板

色	：	白（W）、うす茶（L）、黒（B）

樹脂コード	座いす
ZK-102	L/D

W520×D600×H390

¥58,000

本体	：	高密度ポリエチレンコード、

スチール

色	：	うす茶（L）、こげ茶（D）

V格子	座いす
ZK-110	W/L/B

W400×D510×H410

¥8,600

本体：	成形合板　	座面	：	滑り止め張り

色	：	白（W）、うす茶（L）、黒（B）

駒入フレーム	座いす
ZK-105	L/B

W460×D620×H460

¥27,000

本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）

民芸	脇息
KS-003	L/B

W520×D150×H270

¥20,000

本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）

曲木フレーム	座いす
ZK-106	L/B

W450×D555×H490

¥26,000

本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）

太閤	脇息
KS-004	L/B

W350×D150×H260

¥30,000

本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）

組格子	座いす
ZK-107	L/B

W460×D600×H420

¥18,000

本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）

ロイドルーム	座いす
ZK-002	N/D

W435×D600×H420

¥20,000

本体	：	ペーパーウィッカー、ラタン

色	：	ナチュラル（N）、

ダークブラウン（D）　>	p59

立格子	脇息
KS-001	W/L/B

W485×D150×H280　¥8,000

本体	：	成形合板

色	：	白（W）、うす茶（L）、黒（B）

御殿	DX乾漆	脇息
KS-002	U/B

W540×D150×H270

¥33,000

本体：	木	（漆塗り）

色	：	うるみ（U）、黒（B）

スタッキング可能。

クッションつき

¥9,000
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客室 小物

オーダーメイド	花
客室キーホルダー

オーダーメイド	日光杉
客室キーホルダー

くつべら	ミニ
SH-02

W35×W35×L500　¥3,500

本体	：	木

色	：	うす茶

くつべら	ロング
SH-01-1	W/DB　W33×L750

白　¥2,500　こげ茶　¥2,700

くつべらスタンド
SH-01-2	W/DB　W100×D100×H140

白　¥3,500　こげ茶　¥3,800

本体	：	木　	色	：	白（W）、こげ茶（DB）

オーダーメイド	イルカ
客室キーホルダー

Aタイプ	客室キーホルダー
KH-A-1	W/D　レーザー刻印	 要見積
KH-A-2	W/D　金属プレート	 要見積
KH-A-3	W/D　アルミプレート	 要見積
W120×D30×H15
本体	：	木　	色	：	白（W）、こげ茶（D）

Bタイプ	客室キーホルダー
KH-B-1	W/D　レーザー刻印	 要見積
KH-B-2	W/D　金属プレート	 要見積
KH-B-3	W/D　アルミプレート	 要見積
W100×D40×H12
本体	：	木　	色	：	白（W）、こげ茶（D）

Cタイプ	客室キーホルダー
KH-C-1	W/D　レーザー刻印	 要見積
KH-C-2	W/D　金属プレート	 要見積
KH-C-3	W/D　アルミプレート	 要見積
W100×D50×H12
本体	：	木　	色	：	白（W）、こげ茶（D）

＜Iron	Works＞

オーダーメイドキーホルダー。ひとつひとつ鉄を鍛造して、

味わい深いキーホルダーに仕上げます。　>	p87

角型	茶びつ	スノコつき　TYB-01	BE/U/B
W380×D295×H140　¥13,500　	本体	：	ABS

茶こぼし　TYK-01	BE/U/B
φ125×H75　¥1,600　	本体	：	樹脂

茶筒　TYZ-01	BE/U/B
φ90×H92　¥2,000　	本体	：	樹脂

色	：	ベージュ（BE）、うるみ（U）、黒（B）

石目	茶びつ　TYB-02	BE/U/B
φ335×H125　¥8,000　	本体	：	ABS

石目茶こぼし　TYK-02	BE/U/B
φ125×H75　¥1,600　	本体	：	樹脂

石目茶筒　TYZ-02	BE/U/B
φ88×H91　¥2,000　	本体	：	樹脂

色	：	ベージュ（BE）、うるみ（U）、黒（B）

エポキシ盛りは別途見積。

オーダーメイドで、オリジナルのキーホルダーを製作いたします。

各種、素材や仕上げもご相談ください。

・キーホルダー製作は、ロットにより金額が

	大きく変わります。

・ロゴマーク等データのご支給が

	必要になります。

・不明な点はお問い合わせください。

木製	角型	茶びつ
TYB-03	W/BR/B
W300×D300×H135
白　¥20,000
茶、黒　¥22,000
本体	：	タモ
色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

おしぼり入れ	
OB-01	BE/R/T/B
W172×D62×H20
ベージュ、朱、黒　¥850
タメ　¥1,000　	本体	：	木乾
色	：	ベージュ（BE）、朱（R）、タメ（T）、黒（B）

トレー	
TRY-001-1	W/BR　W272×D188×H26　¥2,300
TRY-001-2	W/BR　W320×D230×H26　¥2,700
TRY-001-3	W/BR　W360×D270×H26　¥3,100
TRY-001-4	W/BR　W388×D295×H26　¥3,500
TRY-001-5	W/BR　W420×D305×H26　¥3,700
本体	：	天然木　	色	：	白（W）、茶（BR）

フライト	トレー	
TRY-002-1	W/BR　W340×D260×H26　¥2,900
TRY-002-2	W/BR　W358×D277×H26　¥3,100
TRY-002-3	W/BR　W380×D295×H26　¥3,300
TRY-002-4	W/BR　W390×D300×H26　¥3,500
TRY-002-5	W/BR　W422×D328×H26　¥3,700
TRY-002-6	W/BR　W440×D340×H26　¥3,900
本体	：	天然木　	色	：	白（W）、茶（BR）

石目	ポットワゴン
PW-01　W600×D370×H180　¥33,000
本体	：	木　	色	：	うるみ

石目	茶びつ	内梨地塗り
TYB-04　φ335×H123　¥10,000
本体	：	ABS　	色	：	うるみ

小判	茶托	
TT-01	BE/R/T/B
φ120×H20
¥1,500
本体	：	木乾
色	：	ベージュ（BE）、朱（R）、タメ（T）、黒（B）

木製	角	茶托	
TT-02	W/BR/B
W100×D100×H10
白　¥2,700
茶、黒　¥2,900　	本体	：	タモ
色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

利休鉢	7寸	
BW-001	BE/R/T
φ205×H43
¥4,500
	本体	：	木乾
色	：	ベージュ（BE）、洗朱（R）、タメ（T）

乾漆	茶筒
S	 TYZ-03	BE/R/T/B　φ60×H82　¥1,500
M	 TYZ-04	BE/R/T/B　φ77×H86　¥1,900
L	 TYZ-05	BE/R/T/B　φ88×H92　¥2,000
本体	：	樹脂　	色	：	ベージュ（BE）、朱（R）、タメ（T）、黒（B）
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ティッシュボックス	ハーフ
TBH-01-1	W/DB　¥6,000

本体	：	タモ、ウォールナット

W137×D140×H75

色	：	白（W）、こげ茶（DB）

TBH-01-2　木目なし

¥4,500　	本体	：	シナ合板

色	：	茶

ABS樹脂	ティッシュボックス
TBR-02

W270×D140×H70　¥2,000

本体	：	ABS

色	：	黒

角	ゴミ入れ	小
DSB-01-1	W/DB　¥14,000

本体	：	タモ、ウォールナット、フタ無垢

W170×D170×H220

色	：	白（W）、こげ茶（DB）

DSB-01-2　木目なし

¥10,500　	本体	：	シナ合板

色	：	茶

角	ゴミ入れ	丸穴　	DSB-03	DB/B
W180×D180×H210　¥8,000

本体	：	木　	色	：	こげ茶（DB）、黒（B）

樹脂製	曙	ゴミ入れ
DSB-05

φ195×H210　¥7,000

本体	：	メラミン　	色	：	曙

樹脂製	角	ゴミ入れ
DSB-06

W210×D210×H360　¥8,400

本体：	ABS　	色	：	グレー

ティッシュボックス	レギュラー
TBR-01-1	W/DB　¥7,200

本体	：	タモ、ウォールナット

W255×D140×H75

色	：	白（W）、こげ茶（DB）

TBR-01-2　木目なし

¥5,800　	本体	：	シナ合板

色	：	茶

ペーパータオル入れ
PTB-01　W295×D170×H60

¥10,000　	本体	：	木

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

バゲッジラック　	BGR-01
W440×D365×H410　¥30,000

W470×D410×H460　¥32,000

本体	：	木　	色	：	こげ茶

サニタリーボックス
STB-01	W/BR/B

W130×D130×H145　¥10,000

本体	：	タモ　	色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

セン	衣装盆
小　ISB-01-1	W/M

W570×D390×H90　¥16,000

大　ISB-01-2	W/M

W600×D420×H90　¥17,000

本体	：	木　	色	：	白（W）、民芸色（M）

木製タオルかけ	T型6本がけ
TWH-01	W/BR/B

W400×D340×H600

¥22,000　	本体	：	木、ステンレス

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

木製タオルかけ	A型4本がけ
TWH-02	W/DB

W400×D260×H600

¥28,000　本体	：	木、ステンレス

色	：	白（W）、こげ茶（DB）

古材フレームミラー
S	 MIR-01-1
W600×D500×T30	 ¥48,000
M	 MIR-01-2
W900×D600×T30	 ¥80,000
L	 MIR-01-3
W1600×D800×T40	 ¥140,000
本体	：	木　	色	：	こげ茶

アイアンスモールテーブル
木	 IW-ST-01　¥50,000

ガラス	 IW-ST-02　¥50,000

W500×D180×H120

天板	：	木、ガラス　	脚	：	アイアン　	色	：	こげ茶

バゲッジテーブル
BGT-01

W600×D380×H430　¥68,000

本体	：	木　	色	：	うす茶

棚つき	文机
ZT-012	R/B

W900×D450×H400

¥200,000　	本体	：	木

色	：	朱（R）、黒（B）

文机
ZT-013	R/B

W900×D430×H330

¥150,000　	本体	：	木

色	：	朱（R）、黒（B）

鏡台
MIR-02	W/R/B

W450×D315×H910

¥155,000

本体	：	木
色	：	白（W）、朱（R）、黒（B）

うすケヤキ色	衣装盆
ISB-02

W570×D380×H80

¥14,000

本体	：	木

色	：	うすケヤキ

長角	ゴミ入れ	中
DSB-03-1	W/DB　¥15,000

W250×D180×H210

長角	ゴミ入れ	大
DSB-02-1	W/DB　¥16,500

W270×D190×H280

本体	：	タモ、ウォールナット、フタ無垢

色	：	白（W）、こげ茶（DB）

DSB-02-2　木目なし

W270×D190×H280

¥12,000　	本体	：	シナ合板

色	：	茶

チーク合板	ゴミ入れ
DSB-07

φ205×H285　¥8,000

本体	：	チーク合板　	色	：	茶

各種サイズあります

六角	ゴミ入れ　	DSB-04	DB/B
W200×D200×H200　¥9,000

本体	：	木　	色	：	こげ茶（DB）、黒（B）

チーク合板	ゴミ入れ	フタなし
DSB-08

φ255×H300　¥7,100

本体	：	チーク合板　	色	：	茶

各種サイズあります

黒	巻脚	花台	
FST-01　W540×D320×H100

¥50,000　	本体	：	木　	色	：	黒

※漆塗り仕上げは　¥70,000

木目フードボックス	（組立式）	
FB-01　W355×D295×H250

¥14,000　	本体	：	化粧合板

色	：	茶　　※ノックダウン式

フードボックス　FB-02	W/BR/B
W350×D300×H300　¥42,000

本体	：	木　	色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

内側にナイロン袋をセットすることができます。

内側にナイロン袋をセットすることができます。
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紋織	ロッタ	ラグ
SE-001-1	BE/BR/G　W950×D1900	 ¥11,000

SE-001-2	BE/BR/G　W1900×D1900	 ¥22,000

本体	：	い草	（紋織）

色	：	ベージュ（BE）、ブラウン（BR）、グレー（G） まどか	2連	衝立
SE-008　W1000×D1300　¥30,000

フレーム	：	木　	本体	：	い草

粋	クッション	角
SE-010	BR/B　W480×D480　¥3,400

本体	：	い草、ポリエステル圧縮わた	（掛川織）

色	：	ブラウン（BR）、ブラック（B）

粋	クッション	丸
SE-011	BR/B　φ470　¥3,400

本体	：	い草、ポリエステル圧縮わた	（掛川織）

色	：	ブラウン（BR）、ブラック（B）

紗々	二重底	スリッパ
SE-012	BE/BL　220〜250　¥3,300

本体	：	い草、EVA樹脂

色	：	ベージュ（BE）、ブルー（BL）

なごみ	紋織	スリッパ
SE-013	BR/B　220〜250　¥3,000

本体	：	い草、EVA樹脂	（紋織）

色	：	ブラウン（BR）、ブラック（B）

トンネル	サンダル
MZ-002	G/R/B　S、M、L、LL　¥7,800

本体	：	合成皮革、ヒノキ、EVA

色	：	グレイ（G）、レッド（R）、ブラック（B）

シルクロード	衝立
2連　SE-009-1　W1000×D1300　¥30,000

3連　SE-009-2　W1500×D1300　¥45,000

フレーム	：	木　	本体	：	い草v

掛川織	優雅	ラグ
SE-004	BE/BR　W1900×D1900　¥24,000

本体	：	い草	（掛川織）

色	：	ベージュ（BE）、ブラウン（BR）

三三織	四季	座布団
SE-006	N/BE/GR/G

W550×D550　¥3,900

本体	：	い草、ポリエステル硬わた	（三三織）

色	：	ナチュラル（N）、ベージュ（BE）、

グリーン（GR）、グレー（G）

三三織	市松	座布団
SE-007	BR/BL

W550×D550　¥4,200

本体	：	い草、３層圧縮わた	（三三織）

色	：	ブラウン（BR）、ブルー（BL）

掛川織	ピアスモール	ラグ
SE-003-1	O/G/B　W950×D1900	 ¥12,000

SE-003-2	O/G/B　W1900×D1900	 ¥24,000

本体	：	い草	（掛川織）

色	：	オレンジ（O）、グレー（G）、ブラック（B）、

紋織	ストーム	ラグ
SE-002	BE/BR/G　W1900×D1900　¥26,000

本体	：	い草（紋織）

色	：	ベージュ（BE）、ブラウン（BR）、グレー（G）

掛川織	粋	ラグ
SE-005	BR/B　W1900×D1900　¥34,000

本体	：	い草	（掛川織）

色	：	ブラウン（BR）、ブラック（B）
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楽宴	おひとり洋膳	月	（軽量）／畳いすセット		実用新案登録済
黒石目	ふち絵つき	会席盆	 RTR-04	 ¥13,500　＞	p31

月	アルミ脚	 RYZ-02	 ¥22,500

　月	セット価格	 	 ¥36,000

万葉	畳いす	 RCH-01	 ¥20,000　＞	p31

　月／畳いすセット価格	 	 ¥56,000

天板	：	ABS　	脚	：	アルミ

月脚	専用ワゴン		実用新案登録済
RZW-02　W600×D800×H1010／キャスター75φ

¥80,000　	フレーム	：	スチール　	色	：	黒黒石目	ふち絵つき	会席盆		実用新案登録済
RTR-04　W700×D520×H30／2.5kg

¥13,500　	本体	：	ABS　＞	p31

月	アルミ脚		実用新案登録済
RYZ-02　W700×D520×H600／2kg

¥22,500　	本体	：	アルミ

前板	：	アルミ板固定	（粉体塗装）　	色	：	黒

月盆脚	20セット	専用ワゴン		実用新案登録済
RZW-03　W730×D900×H1020／キャスター75φ

¥130,000　	フレーム	：	スチール　	色	：	黒

楽宴	大名膳　　W700×D520×H300
モスグリーン石目塗	会席盆	 RTR-08	 ¥12,500　＞	p31

大名膳	脚／2.2kg	 RLZ-02	 ¥11,500

　楽宴	大名膳	セット価格	 	 ¥24,000

本体	：	ABS

楽宴	二月堂ZEN　　W700×D520×H310
うるみ石目塗	会席盆	 RTR-02	 ¥12,500　＞	p31

二月堂ZEN	脚／1.2kg	 RLZ-01	 ¥12,000

　楽宴	二月堂ZEN	セット価格	 ¥24,500

天板	：	ABS　	脚	：	アルミ	（粉体塗装）

会席盆	専用ワゴン
RZW-04　W670×D500×H185／キャスター100φ

¥30,000　	フレーム	：	木製　	色	：	黒

軽量（お盆2.5㎏+脚2㎏）＝合計4.5㎏

片付、収納はコンパクトにスタッキングができ、場所を取り

ません。アルミ脚の各コーナー部分は樹脂キャップが差し

込んであり、畳に傷がつきにくくなっています。

また、軽量なので配膳、片付けが女性でも楽にできます。

月ワゴンは未使用時、重なり、場所を取りません。月の脚を

30脚積み重ねることができます。軽量なので女性でも前方か

ら簡単に積み重ねられます。30脚積載時、H1800、60kg。

月おひとり洋膳が20セット、コンパクトに積載できます。2畳に

100セット置くことが可能で、驚異的な省スペース性を実現し

ます。安全に運べるバンド付。お盆が入りやすい入口スロープ、

奥にストッパー、車輪上部にソフトガード付。

20セット積載時、H1700、90kg。

お盆はおひとり洋膳、大名膳、二月堂ZENに共用できて

お得です。脚の積み重ねは、垂直に20膳ほど重なります。

脚はスタッキングできます。

斜めに30膳ほど重なります。

会席盆が30枚積み重ねられます。

台がお盆の形状に合わせてあり、積み込みやす

く安定した積載が可能です。

雪・ZEN※脚	専用ワゴン
RZW-01　W520×D950×H1000／キャスター75φ

¥68,500　	フレーム	：	スチール　	色	：	黒　　＞	p29

ZEN30脚が積めて、36kgと軽量なので、

キャスターにも畳にも負担が少ないです。

※	雪、花脚の一部も積載可能です。
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楽宴	おひとり洋膳	雪	（軽量）／畳いすセット		実用新案登録済
朱石目縁絵つき	会席盆	 RTR-01	 ¥13,500

朱／黒	木製前板	 RYZ-01	FB	 ¥2,800

雪	アルミ脚	 RYZ-01	 ¥20,700

　*雪	セット価格	 	 ¥37,000

金閣	畳いす	 RCH-05	 ¥20,000　＞	p31

　*雪／畳いすセット価格		 ¥57,000

天板	：	ABS　	脚	：	アルミ　	前板	：	木製脱着式

楽宴	おひとり洋膳	花暦	（軽量）／畳いすセット		実用新案登録済
黒乾漆（ふちなし）木製盆	 RTR-09	 ¥20,000

花暦	木製脚	 RHG-S	 ¥35,000

　*花暦／セット価格	 	 ¥55,000

古今	畳いす	 RCH-06	 ¥28,000　＞	p31

　*花暦／畳いすセット価格	 ¥83,000

脚　W750×D550×H610／4kg

天板・脚・前板	：	木製（ウレタン塗装）

色	：	黒

楽宴	おひとり洋膳	花富士雅	（軽量）／畳いすセット		実用新案登録済
黒乾漆（ふちなし）	木製盆	 RTR-11	 ¥33,500

朱／黒	木製前板	 RYZ-02	FB	 ¥6,500

花富士雅	木製脚	 RHM-S	 ¥85,000

　*花富士雅暦／セット価格		 ¥125,000

金閣	畳いす	 RCH-05	 ¥20,000　＞	p31

　*花富士雅／畳いすセット価格	 ¥145,000

脚　W770×D570×H620／5kg

天板・脚・前板	：	木製（漆塗り）

色	：	黒

楽宴	おひとり洋膳	花舞	（軽量）／畳いすセット		実用新案登録済
朱石目ふち絵つき	会席盆	 RTR-10	 ¥13,500

朱／黒	木製前板	 RYZ-02	FB	 ¥6,500

花舞	木製脚	 RHM-S	 ¥55,000

　*花舞／セット価格	 	 	 ¥75,000

日光	畳いす	 RCH-04	 ¥20,000　＞	p31

　*花舞／畳いすセット価格		 	 ¥95,000

脚　W700×D520×H620／4kg

天板	：	ABS　	脚・前板	：	木製（ウレタン塗装）

色	：	黒

朱石目	ふち絵つき	会席盆		実用新案登録済　　RTR-01
W700×D520×H30／2.5kg　	¥13,500

本体	：	ABS

雪	アルミ脚		実用新案登録済　　RYZ-01
W700×D520×H600／1.7kg　	¥20,700

本体	：	アルミ　	色	：	黒

朱／黒	木製前板	リバーシブル　　RYZ-01	FB
W590×D180×H3　	¥2,800

本体	：	木製　	色	：	黒

雪・ZEN※脚	専用ワゴン
RZW-01

W520×D950×H1000／キャスター75φ

¥68,500

フレーム	：	スチール

色	：	黒

片付、収納はコンパクトにスタッキングができ、場所を取

りません。アルミ脚の各コーナー部分は樹脂キャップが

差し込んであり、畳に傷がつきにくくなっています。

前板は脱着式で、裏表で色が異なり（黒／朱）、リバー

シブルで雰囲気の違うお席が楽しめます。

脚同士でスタッキングができます。すべて木製で高級感

がありながら、中間サイズで汎用性が高く、固定前板で

お手入れも簡単です。

会席盆（ABS）は使用できません。別注品承ります。

脚同士でスタッキングができます。すべて上質な木製で

格調高い真塗り調仕上げの最高級品です。

会席盆（ABS）は使用できません。別注品承ります。

脚同士でスタッキングができます。すべて木製で高級感

があり、脚は真塗り調の仕上げになります。

会席盆（ABS）は、大名膳、二月堂ZENとも共用できます。

雪脚25脚が積めて、50kgと軽量なので、キャ

スターにも畳にも負担が少ないです。

※	ZEN、花脚の一部も積載可能です。

楽宴マルチサイドBOXとの組み合わせ例。

楽宴マルチサイドBOXは、　＞	p29

衝立はロムスクリーンを使用。

ロムスクリーンは、現在開発中の樹脂コード編

みのパーテーションです。近日、新商品として

発売予定。

楽宴 おひとり洋膳
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古今
RCH-06

W460×D510×H790	SH350

¥28,000

本体	：	木／古今ベージュ布

江戸
RCH-03

W440×D480×H710	SH350

¥20,000

本体	：	木／江戸グレーレザー

万葉
RCH-01

W440×D480×H710	SH350

¥20,000

本体	：	木／万葉ベージュ布
縦型	長テーブルワゴン
RTBW-01

W1150×D800×H1600

要見積

本体	：	スチール／キャスターつき

横型	長テーブルワゴン
RTBW-02

W1900×D700×H1200

要見積

本体	：	スチール／キャスターつき

楽宴	会席盆		実用新案登録済
W700×D520×H30／2.5kg　　材質	：	ABS

楽宴	畳いす

朱石目	ふち絵つき
RTR-01　¥13,500

黒姫子塗
RTR-05　¥13,500

うるみ石目塗
RTR-02　¥12,500

朱石目塗
RTR-06　¥12,500

うるみ石目	ふち絵つき
RTR-03　¥13,500

黒石目塗
RTR-07　¥12,500

黒石目	ふち絵つき
RTR-04　¥13,500

モスグリーン石目塗
RTR-08　¥12,500

金閣
RCH-05

W440×D480×H710	SH350

¥20,000

本体	：	木／金閣ゴールド格子布

日光
RCH-04

W440×D480×H710	SH350

¥20,000

本体	：	木／日光格子布

大和
RCH-02

W445×D480×H710	SH350

¥20,000

本体	：	木／大和ベージュ布

畳いす	ワゴン		実用新案登録済
RCW-01　W520×D950×H1000

キャスター75φ　¥70,000

フレーム	：	スチール　	色	：	黒

スタッキング	脇いす
RCH-07　W420×D390×H430

¥18,000

フレーム	：	木　	色	：	黒

子供用いす
RCH-08　W520×D500×H740	SH500

¥18,000　　フレーム	：	木／ビニールレザー

色	：	白（W）、こげ茶（D）

畳いす	収納台
RCW-02　W560×D500×H660

¥28,000

フレーム	：	スチール（粉体塗装）　	色	：	黒

楽宴 会席盆・いす・テーブル

畳いすが10脚積載可能です。布地は変更できます。 スタッキング可能です。 畳いすが10脚積載可能です。

積載テーブルサイズ

W1800×D450×H1600

10台収容

積載テーブルサイズ

W1800×D450×H1600

10台／20台収容の2タイプ。

楽宴	長テーブル		実用新案登録済
1人用	 RTB-01　W750×D550×H620	 ¥50,000	 固定／洋※

	 RTB-02　W750×D550×H620	 ¥55,000	 Y／洋

2人用	 RTB-03　W1500×D450×H620	 ¥60,000	 Y／洋

	 RTB-04　W1500×D550×H620	 ¥74,000	 Y／洋

	 RTB-05　W1500×D550×H620	 ¥82,000	 Y／和洋	（和	H325）

	 RTB-06　W1500×D550×H620	 ¥79,000	 特／洋

	 RTB-07　W1500×D550×H620	 ¥87,000	 特／和洋	（和	H325）

3人用	 RTB-08　W1800×D550×H620	 ¥74,000	 Y／洋

	 RTB-09　W1800×D550×H620	 ¥82,000	 Y／和洋	（和	H325）

	 RTB-10　W1800×D550×H620	 ¥79,000	 特／洋

	 RTB-11　W1800×D550×H620	 ¥87,000	 特／和洋	（和	H325）

前板	 2人用、3人用の前板仕様は、上記の単価に¥12,000が加わります。

4人用	 RTB-12　W1500×D900×H620	 ¥100,000	 特／洋

	 RTB-13　W1500×D900×H620	 ¥120,000	 特／和洋	（和	H325）

6人用	 RTB-14　W1800×D900×H620	 ¥110,000	 特／洋

	 RTB-15　W1800×D900×H620	 ¥130,000	 特／和洋	（和	H325）

※固定	：	固定脚（折りたたみなし）／Y	：	Y金具／特	：	特許バネ金具／洋	：	洋膳／和洋	：	和洋兼用膳

	天板	：	メラミン　	色	：	黒乾漆／うるみ乾漆／黒木目

楽宴	一挙両脚テーブル	両宴		実用新案登録済
4人用　RTB-16　W1500×D900×H620	SH330

天板メラミン　	黒乾漆、茶乾漆　¥120,000　	黒木目　¥115,000

天板ハードコーティング塗装　	黒乾漆　¥175,000

6人用　RTB-17　W1800×D900×H620	SH330

天板メラミン　	黒乾漆、茶乾漆　¥135,000　	黒木目　¥130,000

天板ハードコーティング塗装　	黒乾漆	¥195,000

天板	：	メラミン　脚	：	木

（硬質ウレタン塗装	摺り仕上げ）

Y金具（左）は使用しているうちに、折りたたみの抑えの部分が伸び

て脚がぐらつきます。

特許バネ金具（右）は一度固定されればぐらつくことはありません。

1台が洋テーブルに座卓に、両方に使用できま

す。軽量なので、女性でも簡単に脚の取替えが

できます。収納は脚同士で組むことができるの

でコンパクトに片付けられます。

和洋膳は、1台が洋テーブルに

座卓に、両方に使用できます。
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セン	突板	角脚	宴会テーブル
ZT-116-1　W/BR/B　W1200×D750×H350　¥60,000

ZT-116-2　W/BR/B　W1500×D750×H350　¥68,000

ZT-116-3　W/BR/B　W1800×D750×H350　¥75,000

本体	：	セン突板

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

セン	突板	京脚	宴会テーブル	（折脚）
ZT-117-1　W/BR/B　W1200×D450×H350　¥54,000

ZT-117-2　W/BR/B　W1200×D600×H350　¥62,000

ZT-117-3　W/BR/B　W1800×D450×H350　¥70,000

ZT-117-4　W/BR/B　W1800×D600×H350　¥75,000

本体	：	セン突板

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

二月堂	ケヤキ突板	宴会テーブル	（折脚）
茶、黒	 ZT-118-1	RB/B	 W900×D450×H320　¥35,000

黒面朱	 ZT-118-1	RBR	 W900×D450×H320　¥37,500

本体	：	ケヤキ突板	（硬質ウレタン塗装）

黒呂色	 ZT-118-1	BRU	 W900×D450×H320　¥140,000

本体	：	ケヤキ天然木突板	（黒呂色仕上	本漆塗）

色	：	赤茶（RB）、黒（B）、黒面朱（BMR）、黒呂色（BRU）

※黒面朱

メラミン天板	宴会テーブル	（折脚）
ZT-012-1	BR/B/BW　W900×D450×H325	 ¥36,000

ZT-012-2	BR/B/BW　W1200×D450×H325	 ¥38,500

ZT-012-3	BR/B/BW　W1500×D450×H325	 ¥44,000

ZT-012-3	BR/B/BW　W1800×D450×H325	 ¥44,000

ZT-012-4	BR/B/BW　W900×D600×H325	 ¥40,000

ZT-012-5	BR/B/BW　W1200×D600×H325	 ¥44,000

ZT-012-6	BR/B/BW　W1500×D600×H325	 ¥55,000

ZT-012-7	BR/B/BW　W1800×D600×H325	 ¥55,000

本体	：	メラミン　	色	：	茶乾漆（BR）、黒乾漆（B）、黒木目（BW）

メラミン天板	ダイニングテーブル
DT-01	W/D/B　W1500×D900×H700　¥110,000

DT-02	W/D/B　W1800×D900×H700　¥125,000

本体	：	メラミン（ナラ、ウォールナット、黒木目）　組み立て式

色	：	白（W）、こげ茶（D）、黒（B）

タモ	突板	ダイニングテーブル
DT-05H70	W/RB/B　W1350×D750×H700　¥125,000

DT-06H70	W/RB/B　W1800×D750×H700　¥140,000

DT-05H33	W/RB/B　W1800×D750×H330　¥130,000

材質	：	タモ突板　組み立て式

色	：	白（W）、赤茶（RB）、黒（B）

タモ	突板	サイドテーブル
洋、板脚	 DT-07	W/RB/B　W700×D750×H700　¥105,000

本体	：	タモ突板　組み立て式

色	：	白（W）、赤茶（RB）、黒（B）

ウレタンハードコーティング天板	宴会テーブル	（折脚）
ZT-013-1	BR/B　W900×D450×H325	 ¥63,000

ZT-013-2	BR/B　W1200×D450×H325	 ¥68,000

ZT-013-3	BR/B　W1500×D450×H325	 ¥86,000

ZT-013-4	BR/B　W1800×D450×H325	 ¥86,000

ZT-013-5	BR/B　W900×D600×H325	 ¥69,000

ZT-013-6	BR/B　W1200×D600×H325	 ¥74,000

ZT-013-7	BR/B　W1500×D600×H325	 ¥105,000

ZT-013-8	BR/B　W1800×D600×H325	 ¥106,000

本体	：	木　	色	：	茶乾漆（BR）、黒乾漆（B）

メラミン天板	T脚	ダイニングテーブル
DT-03	W/D/B	 W1200×D750×H700	 ¥100,000

DT-04	W/D/B	 W1500×D750×H700	 ¥120,000

DT-03H33	W/D/B	 W1200×D750×H330	 ¥95,000

DT-04H33	W/D/B	 W1500×D750×H330	 ¥115,000

本体	：	メラミン（ナラ、ウォールナット、黒木目）　組み立て式

色	：	白（W）、こげ茶（D）、黒（B）

宴会 テーブル・食堂テーブル

お好みのサイズで製作いたします。

お好みのサイズで製作いたします。

お好みのサイズで製作いたします。
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宴会 ワゴン・カート・衝立

楽宴セッティングテーブル
RST-01	W/B

W600×D400×H700

¥32,000

本体	：	木

色	：	白（W）、黒（B）

パッケージカート	Mタイプ
BCK-01	W/DB

W910×D600×H850

¥185,000

本体	：	木

色	：	白（W）、こげ茶（DB）

パッケージカート	Lタイプ
BCK-02	W/DB

W1000×D600×H900

¥200,000

本体	：	木

色	：	白（W）、こげ茶（DB）

数寄屋	衝立
SCK-02	L/B

W1100×D270×H900

¥70,000　	本体	：	木

色	：	うす茶（L）、こげ茶（DB）

嵯峨野	衝立
SCK-04	L/B

W1500×D270×H900

¥130,000　	本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）

スタンダード配膳ワゴン
WGK-01	W/BR/B

W750×D550×H620

¥85,000

天板中棚	：	メラミン板

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

デリバリーワゴン
5段　WGK-05	W/DB

W970×D550×H1110

¥170,000

6段　WGK-06	W/DB

W970×D550×H1110

¥185,000

本体	：	木、メラミン

色	：	白（W）、こげ茶（DB）

北山	衝立
SCK-01-1	L/B

W1200×D280×H900　¥50,000

SCK-01-2	L/B

W1500×D280×H900　¥60,000

本体	：	木　	色	：	うす茶（L）、黒（B）

庄屋	衝立
SCK-03	L/B

W1500×D270×H900

¥130,000　	本体	：	木

色	：	うす茶（L）、こげ茶（DB）

夜明	衝立
SCK-05	L/B

W1200×D270×H900

¥65,000　	本体	：	木

色	：	うす茶（L）、黒（B）

楽宴サイドBOX
RSB-01

W280×D500×H370

¥13,000

本体	：	木

色	：	黒

扉つきラウンジワゴン
WGK-07	W/DB

W880×D450×H740

¥260,000

本体	：	木、メラミン

色	：	白（W）、こげ茶（DB）
楽宴マルチBOX		実用新案登録済
RSB-02

W280×D500×H380

¥22,000

本体	：	木装

色	：	黒

サービスワゴン
WGK-04	W/BR/B

W900×D500×H750

¥128,000

天板中棚	：	メラミン板

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

エコノミーワゴン	UH
WGK-03-1	W/BR/B

W990×D520×H820（730）

¥135,000

WGK-03-2	W/BR/B

W970×D450×H820（730）

¥130,000　	キャスター75φ

天板中棚	：	メラミン板

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

エコノミーワゴン
WGK-02	W/BR/B

W940×D550×H850

キャスター75φ　¥140,000

天板中棚	：	メラミン板

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

左右が物入れ用の棚に

なっています。箱ごとの

積み重ねができます。

脚とお盆が別々になり

ます。折りたたみ脚。

天板の裏に金具をビス止めし、

ネジ式の脚を取り付けます。

天板の裏に金具をビス止めし、

ネジ式の脚を取り付けます。

お持ちの座卓に差込むだけの

ハカマ脚です。

中棚は上下移動ができます。

単価も抑えました。

中棚固定。

中棚移動可。

中棚移動可。

中棚移動可。

中棚移動可。

座卓用	畳テーブル脚	（4本セット）
LEG-01

φ76×H590　¥30,000

本体	：	スチール　	色	：	黒

長机用	畳テーブル脚	（4本セット）
LEG-02

φ60×H580　¥27,000

本体	：	スチール　	色	：	黒

座卓用	差込みテーブル脚	（4本セット）	
LEG-03

W100×D100×H580　¥38,000

本体	：	木　	色	：	黒（B）
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サワラ	江戸びつ
SEB-01	W/S　φ180×H125　約3.5合	¥13,000　すり漆	 ¥21,000
SEB-02	W/S　φ210×H165　約5合	 ¥15,000　すり漆	 ¥24,000
SEB-03	W/S　φ240×H165　約7合	 ¥16,000　すり漆	 ¥26,000
SEB-04	W/S　φ270×H180　約1升	 ¥21,000　すり漆	 ¥34,000
SEB-05	W/S　φ300×H190　約1.5升	¥24,000　すり漆	 ¥39,000
SEB-06	W/S　φ330×H225　約2升	 ¥34,000　すり漆	 ¥54,000
SEB-07	W/S　φ360×H246　約3升	 ¥37,000　すり漆	 ¥60,000
SEB-08	W/S　φ390×H276　約4升	 ¥50,000　すり漆	 ¥80,000
SEB-09	W/S　φ420×H306　約5升	 ¥61,000　すり漆	 ¥98,000
本体	：	木　	タガ	：	銅　	色	：	白（W）、すり漆（S）

黒天朱	料理箱
CTR-01
W600×D400×H90　¥12,000
本体	：	木
色	：	黒天朱

白内洗朱金一筆煮物椀
LBW-04
φ137×H100　¥5,700
本体	：	木乾	（漆塗り）
色	：	白

桶型	飯器
BW-01
φ120×H90
¥2,000
本体	：	ABS
色	：	白内朱

茜朱	かたくち
BW-05-1　¥2,100
W115×D104×H48
BW-05-2　¥2,600
W135×D124×H58
本体	：	木乾　色	：	茜朱

十六夜	飯器
BW-03
φ105×H90
¥2,500
本体	：	ABS
色	：	タメ内朱

白内朱金一筆招寿椀
LBW-05
φ120×H80　¥6,000
本体	：	木乾	（漆塗り）
色	：	白

多様	飯器
BW-02
φ107×H70
¥2,950
本体	：	木乾
色	：	黒

朱かたくち筋入
BW-06
W118×D103×H40
¥1,300
本体	：	木乾
色	：	朱　※耐熱仕様

盃	ツートン
UR-01
φ60×H50
¥1,600
本体	：	ガラス
色	：	赤黒ツートン

漆塗シェリーグラス
UR-04	R/B
φ50×H100
¥2,850	（単品）
本体	：	ガラス、漆塗り
色	：	赤（R）、黒（B）

漆塗ぐいのみ
UR-02	R/B
φ60×H65
¥2,200	（単品）
本体	：	ガラス、漆塗り
色	：	赤（R）、黒（B）

漆塗ワイングラス
UR-05	R/B　φ65×H145
¥3,200	（単品）
UR-06	R/B　φ70×H160
¥3,5000	（単品）
本体	：	ガラス、漆塗り
色	：	赤（R）、黒（B）

漆塗ぐいのみ	大
UR-03	R/B
φ55×H90
¥2,5000	（単品）
本体	：	ガラス、漆塗り
色	：	赤（R）、黒（B）

漆塗ビールグラス
UR-07	R/B
φ90×H180
¥3,5000	（単品）
本体	：	ガラス、漆塗り
色	：	赤（R）、黒（B）

漆塗り箸

1.鉄木とり箸	摺漆	HAS-001　L330　¥700　	色	：	こげ茶

2.鉄木とり箸	摺漆	HAS-002　L280　¥650　	色	：	こげ茶

3.ヒノキ箸	摺漆	 HAS-004　L220　¥500　	色	：	黒

4.ヒノキ箸	摺漆	 HAS-003　L220　¥550　	色	：	黒　（帯封付）

材質	：	木	（漆塗り）

菊割小吸椀	黒／銀朱／白
LBW-06	W/GS/B
φ77×H97　¥3,600
本体	：	木乾	（漆塗り）

色	：	白（W）、銀朱（GS）、黒（B）

3.2菊割小吸椀
LBW-07	W/GS/B
φ107×H100　¥4,000
本体	：	木乾	（漆塗り）
色	：	白（W）、銀朱（GS）、黒（B）

至福	飯器
BW-04
φ95×H90
¥4,500
本体	：	ユリア樹脂
色	：	春慶

多様丼
LBW-03	W/GS/B
φ135×H90
¥4,800
本体	：	木乾	（漆塗り）

色	：	白（W）、銀朱（GS）、黒（B）

布袋汁椀
LBW-01	W/GS/B
φ105×H65
¥2,700
本体	：	木乾	（漆塗り）
色	：	白（W）、銀朱（GS）、黒（B）

丸子汁椀
LBW-02	W/GS/B
φ100×H70
¥2,500
本体	：	木乾	（漆塗り）

色	：	白（W）、銀朱（GS）、黒（B）

サワラ	のせびつ
SNB-01	W/S　φ180×H156　約3.5合	 ¥11,000　すり漆	 ¥18,000
SNB-02	W/S　φ210×H180　約5合	 ¥13,000　すり漆	 ¥21,000
SNB-03	W/S　φ240×H195　約7合	 ¥14,000　すり漆	 ¥23,000
SNB-04	W/S　φ270×H210　約1升	 ¥16,000　すり漆	 ¥26,000
SNB-05	W/S　φ300×H220　約1.5升	 ¥20,000　すり漆	 ¥32,000
SNB-06	W/S　φ330×H255　約2升	 ¥26,500　すり漆	 ¥42,500
SNB-07	W/S　φ360×H276　約3升	 ¥33,000　すり漆	 ¥53,000
SNB-08	W/S　φ390×H306　約4升	 ¥42,000　すり漆	 ¥68,000
SNB-09	W/S　φ420×H306　約5升	 ¥47,000　すり漆	 ¥76,000
本体	：	木　	タガ	：	銅　	色	：	白（W）、すり漆（S）

宴会 小物

黒天朱	運盆	ノンスリップ
尺9　CTR-04-1　
W575×D363×H43　¥6,500
2尺　CTR-04-2　
W606×D393×H45　¥7,000
本体	：	ABS　	色	：	黒天朱

朱布目広盆	ノンスリップ
CTR-05-1　W485×D330×H40　¥6,500
CTR-05-2　W575×D365×H40　¥8,000
CTR-05-3　W620×D405×H40　¥9,000
本体	：	ABS　	色	：	朱

梨地内朱	コンテナ
浅　CTR-02-1　W605×D430×H73	 ¥9,000
深　CTR-02-2　W605×D430×H125	 ¥12,000
本体	：	ABS　	色	：	梨地内朱

黒天朱	運盆	ABSフチ
小　CTR-06-1　W575×D363×H45　¥6,500
大　CTR-06-2　W603×D395×H45　¥7,000
本体	：	木、ABS　	色	：	黒天朱

黒天朱	布目	広盆	ノンスリップ
CTR-03-1　W485×D330×H40　¥4,500
CTR-03-2　W575×D365×H40　¥6,000
CTR-03-3　W620×D405×H40　¥8,000
本体	：	ABS　	色	：	黒天朱

1 2 3 4
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長角	手つき	トレー
MY-011	W/BR/B
W452×D342×H23
白、茶　¥3,900　　黒　¥4,000
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

タオル	トレー
MY-026	W/BR/D
W142×D65×H18
白、茶　¥900　　こげ茶　¥950
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
ウォールナット
色	：	白（W）、茶（BR）、こげ茶（D）

耳つき	コースター	S
MY-030	W/BR/B
W115×D103×H21
白　¥580　　茶、黒　¥600
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

木製カトラリー　　材質	：	天然木

耳つき	コースター	M
MY-031	W/BR
W133×D120×H23　¥800
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）

1.スプーン　MYC-001　L192　¥400　　　2.フォーク　MYC-002　L193　¥400　　　3.ティースプーン　MYC-003　L148　¥300　　　4.ケーキフォーク
MYC-004　L145　¥300　　　5.バターナイフ　MYC-005　L166　¥300　　　6.ジャムスプーン　MYC-006　L141　¥300　　　7.丸スプーン大　
MYC-007　L154　¥400　　　8.丸スプーン小　MYC-008　L121　¥300　　　9.テーブルスプーン　MYC-009　L185　¥450　　　10.デザートスプーン　
MYC-010　L138　¥350　　　11.フォーク小　MYC-011　L139　¥350　　　12.マルチスプーン　MYC-012　L141　¥350　　　色	：	ナチュラル

1.栗木スプーン　MYC-013　L192　¥500　　　2.栗木フォーク　MYC-014　L193　¥500　　　3.栗木ティースプーン　MYC-015　L143　¥400

4.栗木ケーキフォーク　MYC-016　L143　¥400　　　5.栗木バターナイフ　MYC-017　L160　¥400　　　6.黒スプーンS　MYC-018　L120　

¥300　　　7.黒ケーキフォーク　MYC-019　L140　¥300　　　8.黒ヒメフォーク　MYC-020　L120　¥250　　　9.黒スプーンL　MYC-021　L145　

¥400　　　10.黒スプーンM　MYC-022　L135　¥300　　　11.黒スプーンS2　MYC-023　L125　¥300　　　色	：	1〜5	ナチュラル、6〜11	黒

1.黒スプーンL2　MYC-024　L145　¥400　　　2.黒スプーンM2　MYC-025　L135　¥350　　　3.黒フォークL　MYC-026　L140　¥250　　　

4.黒フォークM　MYC-027　L130　¥230　　　5.黒フォークS　MYC-028　L120　¥200　　　6.溜ティースプーン　MYC-029　L148　¥500　　　

7.溜亀甲コーヒースプーン　MYC-030　L130　¥550　　　8.溜かゆスプーン　MYC-031　L160　¥550　　　9.溜お玉スプーン　MYC-032　L175　¥650　　　　
色	：	1〜5	黒、6〜9	タメ、根来

ソフトスクエア	コースター
MY-027	W/BR/D
D102×H11
白、茶　¥700　　こげ茶　¥800
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
ウォールナット
色	：	白（W）、茶（BR）、こげ茶（D）

ラウンドスクエア	コースター
MY-028	W/BR/D
D107×H10
白、茶　¥800　　こげ茶　¥850
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
ウォールナット
色	：	白（W）、茶（BR）、こげ茶（D）

スクエア	コースター
MY-032	W/BR/B
W120×D120×H24　¥850
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

Rリップ	コースター
MY-029	W/BR/B
W134×D93×H23　¥800
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

Rリップ	スモール	トレー
MY-033	W/BR/D
W210×D140×H27
白、茶　¥1,500　　こげ茶　¥1,550
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
ウォールナット
色	：	白（W）、茶（BR）、こげ茶（B）

長角	トレー　

MY-001	W/BR/B　W460×D350×H17
白、茶　¥3,700　　黒　¥3,900
MY-002	W/BR/B　W360×D282×H14
白、茶　¥2,600　　黒　¥2,700
MY-003	W/BR/B　W270×D200×H13
白、茶　¥1,500　　黒　¥1,600
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

アール	トレー　

MY-017	W/BR/B　W440×D310×H42
白、茶　¥3,500　　黒　¥3,600
MY-018	W/BR/B　W363×D250×H32
白、茶　¥2,700　　黒　¥2,800
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

長角	トレー
MY-004	W/BR
W242×D163×H14　¥1,300
MY-005	W/BR
W175×D125×H14　¥950
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）

長角	手つき	トレー
MY-012	W/BR
W410×D300×H24　¥3,400
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）

ブランチ	プレート
MY-016	W/BR
W323×D135×H9　¥2,400
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）

細角	トレー
MY-014	W/BR
W355×D210×H14　¥2,400
MY-015	W/BR
W294×D180×H14　¥1,700
本体：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）

オーバル	トレー
MY-020	W/BR
W480×D320×H19　¥4,800
MY-021	W/BR
W400×D266×H16　¥4,000
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）

丸	トレー
MY-022	W/BR　D410×H29　¥4,800
MY-023	W/BR　D340×H19　¥3,200
MY-024	W/BR　D300×H19　¥2,800
MY-025	W/BR　D250×H20　¥1,700
材質	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
仕上	：	ウレタン塗装　	色	：	白（W）、茶（BR）

角長	トレー
MY-006	L/D　W430×D330×H17　¥3,500
MY-007	L/D　W410×D280×H16　¥2,900
MY-008	L/D　W360×D280×H14　¥2,600
MY-009	L/D　W320×D240×H13　¥2,200
MY-010	L/D　W280×D200×H13　¥1,600
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	うす茶（L）、こげ茶（D）

　　　　		ノンスリップ加工は		＋	¥400

アール	手つき	トレー
MY-013	W/BR
W510×D332×H40　¥4,300
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）

リムオーバル	トレー
MY-019	W/BR
W420×D270×H16　¥4,000
本体	：	ウィローウッド、レッドマホガニー
色	：	白（W）、茶（BR）
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お風呂 小物

西伊豆「富岳群青」	：	全室オーシャンビューの露天風呂。

浴槽のオーダーメイド承ります。お好みのサイズで製作いたします。

ヒノキ	安定型	風呂イス
BAC-01-1	W　W300×D180×H250　¥9,000

BAC-01-2	W　W300×D180×H300　¥11,000

色	：	白（W）　	クリア塗装	別途　¥2,000／¥2,100
クリア防水※	別途　¥3,350／¥3,900

サワラ	安定型	風呂イス
BAC-04-1	W/K　W300×D180×H250　¥7,800

BAC-04-2	W/K　W300×D180×H300　¥8,500

色	：	白（W）、ケヤキ色（K）　	クリア塗装	別途　¥2,000／¥2,100
クリア防水※	別途　¥3,350／¥3,900

ケヤキ塗装	別途　¥2,500／¥3,000

風呂イス	大　BAC-05-2　W300×D185×H225　¥8,900

風呂イス	中　BAC-05-1　W250×D165×H154　¥5,200

風呂桶　BAC-05-3　φ233×H100　¥3,200

仕切り石けん入れ　BAC-05-4　W227×D163×H77　¥2,500

石けん入れ　BAC-05-5　W170×D120×H62　¥2,000
本体	：	ABS　	色	：	白

ヒノキ	コの字棚つき	風呂イス
BAC-02-1	W/K　W300×D200×H260　¥10,000

BAC-02-2	W/K　W330×D220×H300　¥12,500

色	：	白（W）ケヤキ色（K）　	クリア塗装	別途　¥2,500／¥2,500
クリア防水※	別途　¥3,850／¥4,100

ケヤキ塗装	別途　¥2,500／¥3,000

ヒノキ	コの字	風呂イス
BAC-03-1	W/K　W260×D200×H200　¥11,000

BAC-03-2	W/K　W330×D220×H300　¥13,000

色	：	白（W）ケヤキ色（K）　	クリア塗装	別途　¥2,500／¥2,500
クリア防水※	別途　¥3,850／¥4,100

ケヤキ塗装	別途　¥2,500／¥3,000

スツール	（ハンドホールつき）　　>	p68
STK-007SR		W/G/N/D　φ380×H460　¥15,000

本体	：	高密度ポリエチレンコード　芯材	：	アルミ

色	：	ホワイト（W）、グレー（G）、ナチュラル（N）、ダークブラウン（D）

サワラ	片手桶
BAO-04-1	W/K

銅タガ　¥6,000

BAO-04-2	W/K

ステンタガ　¥6,400

φ145×H240　本体	：	サワラ
クリア塗装	別途　¥1,300

クリア防水※	別途　¥1,900

ケヤキ塗装	別途　¥2,000

籐	脱衣かご	二重	L　　BSK-102	L
W545×D380×H160　¥9,000

本体	：	籐

ヒノキ	湯かき棒
BAA-05	W/K

W200×D105×L610　		¥2,000

本体	：	ヒノキ
クリア塗装	別途　¥2,000

クリア防水※	別途　¥2,500

ケヤキ塗装	別途　¥2,400

籐	脱衣かご	二重	M　　BSK-102	M
W450×D330×H160　¥8,000

本体	：	籐

籐	脱衣かご	一重	M／L　　
BSK-103	M　W450×D330×H150　¥8,000

BSK-103	L　W550×D380×H150　¥10,000

本体	：	籐

籐	脱衣かご	籠目　　BSK-104
W550×D400×H200　¥12,500

本体	：	籐

ヒノキ	石けん箱
BAA-01	W/K　W225×D160×H70	 ¥2,800

BAA-02	W/K　W126×D85×H38	 ¥1,200

ステンメッシュ底

BAA-03	W/K　W138×D88×H38	 ¥3,000

本体	：ヒノキ
クリア塗装	別途　¥1,200

クリア防水※	別途　¥1,400

ケヤキ塗装	別途　¥1,600

ヒノキ	シャンプー台
BAA-04	W/K

W352×D120×H60

¥5,000

本体	：	ヒノキ

底部	：	ステンレスメッシュ
クリア塗装	別途　¥1,800

クリア防水※	別途　¥2,500

ケヤキ塗装	別途　¥2,200

サワラ	風呂桶
BAO-01-1	W　銅タガ　¥4,300

BAO-01-2	W　ステンタガ　¥4,700　

φ235×H116　	本体	：	サワラ

タガ	：	銅／ステンレス　色	：	白（W）
クリア塗装	別途　¥1,400

クリア防水※	別途　¥2,000

指かけ加工	別途　¥300

ヒノキ	風呂桶
BAO-02-1　銅タガ　¥6,600

BAO-02-2　ステンタガ　¥7,000

φ235×H116

本体	：	ヒノキ　	タガ	：	銅／ステンレス
クリア塗装	別途　¥1,400

クリア防水※	別途　¥2,000

サワラ	京型	風呂桶
BAO-03-1	W/K　銅タガ　¥8,000

BAO-03-2	W/K　ステンタガ　¥8,750

φ213×H105　	本体	：	サワラ

タガ	：	銅／ステンレス　色	：	白（W）ケヤキ色（K）
クリア塗装	別途　¥1,400

クリア防水※	別途　¥2,000

ケヤキ塗装	別途　¥1,700

サワラ	ケヤキ色	風呂桶
BAO-01-1	K　銅タガ　¥6,000

BAO-01-2	K　ステンタガ　¥6,500　

φ235×H116　	本体	：	サワラ

タガ	：	銅／ステンレス

色	：	ケヤキ色（K）

※クリア防水は、木の内部に溶液を浸透させて膜を張り、水を弾きます。

カビ、黒ずみを予防します。すり漆塗り塗装もできます。別途見積。

小口がうすく、コンパクトで持ちやすいタイプ。
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照明・のれん・灰皿

結（ゆい）
DOT-01

W206×D206×H462

（1.5kg）

¥60,000

本体	：	真鍮、アクリワーロン

プラグコード長	：	5m

LED1.8wモジュール

電球色

連（れん）
DOT-02

W150×D150×H400

（1.5kg）

¥60,000

本体	：	真鍮、アクリワーロン

プラグコード長	：	5m

LED1.8wモジュール

電球色

タモ	灰皿ダストスタンド
HDS-01	W/BR/B

W275×D275×H700

¥80,000

本体	：	タモ　落とし	：	ステンレス段つき

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

白木	灰皿ダストスタンド
HDS-02	W/BR/B

W253×D253×H730

¥100,000

本体	：	木　落とし	：	ステンレス段つき

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

ケヤキ	民芸	灰皿スタンド
HDS-03	W/BR/B

W255×D255×H620

¥80,000

本体	：	木　落とし	：	鋳物二段ふち

色	：	白（W）、茶（BR）、黒（B）

箱根	旅館「箱根吟遊」バーラウンジ	：	鍛造で仕上げるランプシェード。　>	p90 のれんのオーダーメイドも承ります。

楮あんどん	茶
S	 LKB-01	BR　約φ90×H250	 ¥16,000

M	 LKB-02	BR　約φ140×H430	 ¥22,500

L	 LKB-03	BR　約φ140×H760	 ¥40,000

本体	：	和紙　電球付　	色	：	茶（BR）

楮あんどん	白
S	 LKB-01	W　約φ90×H250	 ¥16,000

M	 LKB-02	W　約φ140×H430	 ¥22,500

L	 LKB-03	W　約φ140×H760	 ¥40,000

本体	：	和紙　電球付　	色	：	白（W）

オニキス	Round
S	 LOX-01	R　約φ140×H265　¥55,000

M	 LOX-02	R　約φ140×H360　¥68,000

L	 LOX-03	R　約φ140×H490　¥80,000

本体	：	大理石　電球付

オニキス	Square
S	 LOX-04	S　約W140×D140×H265　¥55,000

M	 LOX-05	S　約W140×D140×H360　¥68,000

L	 LOX-06	S　約W140×D140×H490　¥80,000

本体	：	大理石　電球付
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木の夢・楽宴　オプション & メンテナンス

木の夢・楽宴　オプション & メンテナンス

修理・塗り直し

○	業務用家具、備品類の修理・塗り直し

客室テーブル、また宴会場テーブルの焼け、変色、欠け、割れ等の修理から、

イメージチェンジまで熟練した職人達がお応えいたします。

客室座卓塗り直し、修理には代替座卓をご用意いたしております。

代替座卓は無償貸し出しとなっておりますが、数に限りがございます。

現場への職人派遣もお受けいたしますが、作業内容や仕上がりの限界、現場に

粉塵等が発生する等により、綿密な打ち合わせが必要となります。

○	業務用漆器、盛り込み、お盆など塗物類の修理・塗り直し

表面に細かい傷がついていたり、艶が無くなってしまったため、まだ十分使える

のにお客様の前にはお出しできない…脚等の一部が割れたり、欠けたりして

綺麗なのに使えない…そんな捨てられずに保管されている品物を蘇らせます。

修理内容についてのご提案、お見積もりをさせていただきます。打ち合わせ後、

無料で修理サンプルを作成させていただきます。サンプル品の配送料は

お客様負担とさせていただいております。御了承ください。

修理品につきましては修理不可能商品の場合は事前に報告させていただきます。

（修理に価しない場合、新品商品との価格に差が無い場合、

修理後の仕上がりが保証できない場合）

保管用木箱、紙箱等も製作（有償）いたしますので、お問い合わせください。

○	布張座椅子、椅子、ソファなどの生地の張替え、塗り直し

破れ、染み、剥げ等が目立ち始めた座椅子、ソファなどの生地の張替え、

塗り直しが可能です。代替座椅子も数に限りがございますが用意いたしております。

お問い合わせください。

○	座卓や座椅子などの修理の際は、代替品を用意しています。

修理期間中は、代替品を無償貸し出しいたします。

塗り直し・修理期間中の営業に支障がございません。

数に限りがございます。必ずお問い合わせください。

仕上げについて

漆塗り仕上げとウレタン塗装仕上げをご用意しています。

漆塗りは、木曽の漆塗り職人の手で仕上げています。

独特の光沢、風合い、気品のある美しさは、モダンなデザインをともない、

上質な空間づくりを演出します。

ウレタン塗装は、業務用のハードユースを考え、

紫外線による焼けに強く、漆調の落ち着いた雰囲気に仕上げています。

特に表記のない商品は、ウレタン塗装仕上げになります。

硬質ウレタン塗装は、通常のウレタン塗装の上に

さらに、クリア塗装を重ねて仕上げています。

表面強度が上がります。

オーダーメイド＆トータルコーディネイト

お任せください。快適で心地よい空間作りのお手伝い。

カタログ記載商品の他にも、日本の伝統的なスタイルをはじめ、モダンファニチャー、

アジアンアンティークなど、多彩な家具や雑貨を取り扱っています。

また、オーダーメイド家具の製作も承っています。

さらに、製品の販売だけでなく、空間のコーディネイトや

トータルデザインのご提案にも積極的に取り組んでいます。

近年では、全国のホテルや旅館のために、アメニティトレイ、アメニティボックス、

ミニバートレイなどのオリジナル雑貨の製作も行っています。

OEM、オリジナル製品も承ります。

お客様のイメージを形にするためのサポートをしています。

家具だけでなく、業務用食器のセレクトやオリジナル製品の作成、

各種ギフトや引出物のご相談などもお受けしています。

お気軽にご相談ください。

製品の追加注文も承ります。

現在お使いの製品の追加注文や、お探しの品などがありましたら、

ご用意します。お気軽にご相談ください。




