
ミ ニ セ イ ロ セ ット

檜・校倉セイロセット（小）�
（A-2）

18-049-10 （75006） 3,560円
内寸約9.8×9.8×H3.5cm

（20115） 蓋 1,250円
約12×12×H1.6cm

（20114） 身（竹ス付） 2,310円
外寸約13.2×13.2×H4.6cm

（79003） 竹ス 120円
約9.5×9.5cm

檜・会席セイロセット
18-049-09 （20309） 2,860円
内寸約9.3×9.3×H4.5cm

（20222） 蓋 770円
約12×12×H1.7cm

（20221） 身（竹ス付） 2,090円
外寸約12×12×H5.7cm

（79015） 竹ス 120円
約9.1×9.1cm

檜・角ミニセイロセット�
（H-35）� 水入C
18-049-11 （75007） 2,560円
内寸約8.8×8.8×H4.3cm

（20117） 蓋 700円
約10.4×10.4×H1.6cm

（20116） 身（竹ス付） 1,860円
外寸約12.2×12.2×H5cm

（79002） 竹ス 120円
約8.2×8.2cm

焼杉・角蒸ミニセイロセット�
（小）� 水入C
18-049-12 （21187） 2,120円
内寸約8.7×8.7×H4cm

（21188） 蓋 650円
約11×11×H2.1cm

（21189） 身（竹ス付） 1,470円
外寸約12.2×12.2×H5.2cm

（79002） 竹ス 120円
約8.2×8.2cm

檜・桝セイロセット（A-1）
18-049-13 （75008） 1,900円
内寸約6.7×6.7×H3.5cm

（20119） 蓋 680円
約8.8×8.8×H1.8cm

（20118） 身（竹ス付） 1,220円
外寸約8.5×8.5×H4.6cm

（79001） 竹ス 110円
約6.5×6.5cm

檜・桝セイロセット（大）� 水入A
18-049-02 （20373） 3,650円
内寸約14.5×14.5×H4.5cm

（20366） 蓋 1,300円
約16.5×16.5×H2.5cm

（20365） 身（竹ス付） 2,350円
外寸約16.4×16.4×H5.8cm

（79016） 竹ス 145円
約14.3×14.3cm

檜・山菜セイロセット（大）� 水入A
18-049-03 （20374） 4,650円
内寸約14.5×14.5×H5cm

（26006） 蓋 1,400円
約17.2×17.2×H2.5cm

（26005） 身（竹ス付） 3,250円
外寸約17.5×17.5×H6.8cm

（79016） 竹ス 145円
約14.3×14.3cm

焼杉・角蒸ミニセイロセット（大）�水入A
18-049-04 （20372） 3,010円
内寸約14.5×14.5×H4.5cm

（20369） 蓋 890円
約16.8×16.8×H3cm

（20368） 身（竹ス付） 2,120円
外寸約19×19×H5.7cm

（79016） 竹ス 145円
約14.3×14.3cm

焼杉・角蒸ミニセイロセットA� 水入B
18-049-08 （20123） 2,260円
内寸約12×12×H4cm

（20127） 蓋 640円
約14.5×14.5×H3cm

（20128） 身（竹ス付） 1,620円
外寸約16.5×16.5×H5.5cm

（79004） 竹ス 120円
約11.8×11.8cm

檜・山菜セイロセット（A-5）� 水入B
18-049-07 （75003） 6,360円
内寸約12×12×H4.5cm

（20108） 蓋 1,750円
約15×15×H2.9cm

（20107） 身（竹ス付） 3,210円
外寸約15.5×15.5×H6.8cm

（20109） 台 1,400円
約14.7×14.7×H1.8cm

（79004） 竹ス 120円
約11.8×11.8cm

檜・角蒸ミニセイロセット（H-40）�水入B
18-049-06 （75001） 4,850円
内寸約12×12×H4.3cm

（20102） 蓋 1,400円
約15×15×H2.7cm

（20101） 身（竹ス付） 2,650円
外寸約18×18×H6cm

（20103） 台 800円
約16×16×H2.3cm

（79004） 竹ス 120円
約11.8×11.8cm

檜・角蒸ミニセイロセット（H-41）�水入B
18-049-05 （75002） 5,130円
内寸約12×12×H5.5cm

（20102） 蓋 1,400円
約15×15×H2.7cm

（20104） 身（竹ス付） 2,880円
外寸約18×18×H7cm

（20106） 台（穴付） 850円
約16×16×H1cm/穴約φ2cm

（79004） 竹ス 120円
約11.8×11.8cm

檜･角蒸ミニセイロセット（大）�水入A
18-049-01 （20371） 4,100円
内寸約14.5×14.5×H4.5cm

（20362） 蓋 1,400円
約17.2×17.2×H2.5cm

（20361） 身（竹ス付） 2,700円
外寸約19.8×19.8×H5.9cm

（79016） 竹ス 145円
約14.3×14.3cm

ミニセイロセット・角型　  内寸 14.5 × 14.5cm 角

ミニセイロセット・角型　  内寸 12 × 12cm 角

ミニセイロセット・角型　  内寸 10 × 10cm 角以下

＊上記価格は税抜き価格です。049
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