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ざる什器・桶

ざ
る

溜ざる什器  
型番 商品コード 【サイズ】φ×H：（ｍｍ） 【篭サイズ】φ：（ｍｍ） 参考価格

①42160（大） 　5229097　 約550×800 約500・480 ¥18,700 
②42161（中） 　5229098　 約395×600 約360・320 ¥12,400 
③42162（小） 　5229099　 約330×260 約300 ¥7,400 
墨ざる什器  

型番 商品コード 【サイズ】φ×H：（ｍｍ） 【篭サイズ】φ：（ｍｍ） 参考価格

④42214（大） 　5229100　 約550×800 約500・480 ¥16,500 
⑤42215（中） 　5229101　 約395×600 約360・320 ¥10,800 
⑥42216（小） 　5229102　 約330×260 約300 ¥6,800 
43242 平ザル什器（大）

商品コード 【サイズ】H：（ｍｍ） 【篭サイズ】φ×H：（ｍｍ） 参考価格

⑦ 　5229103　 約360 550×90 ¥10,500
深ザル什器  

型番 商品コード 【高さ】：（ｍｍ） 【篭サイズ】φ×H：（ｍｍ） 参考価格

⑧43243（大） 　5229104　 約450 約340×110 ¥8,000
⑨43244（中） 　5229105　 約380 約310×90 ¥7,500
⑩43245（小） 　5229106　 約260 約280×90 ¥6,800
すっぴんざる什器  

型番 商品コード 【サイズ】φ×H：（ｍｍ） 【篭サイズ】φ×H：（ｍｍ） 参考価格

⑪42165（大） 　5229107　 約550×800 約500・480 ¥12,700 
⑫42166（中） 　5229108　 約395×600 約360・320 ¥7,100 
⑬42167（小） 　5229109　 約330×260 約300 ¥4,350 
※無塗装

合わせ編み 多用途ざる 丸  
型番 商品コード 【サイズ】φ×H（ｍｍ） 参考価格

42370 大 　5229110　 約600×100 ¥2,700
42371 中 　5229111　 約450×80 ¥1,600
42372 小 　5229112　 約360×60 ¥1,300

深型ザル  
型番 商品コード 【サイズ】φ×H：（ｍｍ） 参考価格

42173（特小）　5229113　 約250×80 ¥1,600
42174（小） 　5229114　 約280×90 ¥1,800
42175（中） 　5229115　 約310×90 ¥2,100
42176（大） 　5229116　 約340×110 ¥2,300

平ザル  
型番 商品コード 【サイズ】φ×H：（ｍｍ） 参考価格

42185（大） 　5229119　 約550×90 ¥3,900

箕ザル  
型番 商品コード 【サイズ】W×D×H：（ｍｍ） 参考価格

42186 　5229145　 約480×470×180 ¥3,800

さらし竹アジロ 箕型  
型番 商品コード 【サイズ】W×D×H：（ｍｍ） 参考価格

42228 （特小） 　5229140　 約300×300×120 ¥2,400 
42227（小） 　5229141　 約400×300×120 ¥3,000 
42226（中） 　5229142　 約400×400×160 ¥3,400 
42225（大） 　5229143　 約450×450×180 ¥3,850 
42224（特大） 　5229144　 約600×450×180 ¥4,900 

合わせ編み 多用途ざる  
型番 商品コード 【サイズ】W×D×H：（ｍｍ） 参考価格

①42376 角 小 　5229120　 約300×300×60 ¥680
②42375 角 大 　5229121　 約400×400×80 ¥900
③42374 小判 小 　5229122　 約480×240×60 ¥800
④42373 小判 大 　5229123　 約600×300×80 ¥980

目篭  
型番 商品コード 【サイズ】φ×H：（ｍｍ） 参考価格

42180（小） 　5229124　 約230×90 ¥1,900 
42181（中） 　5229125　 約400×120 ¥3,700 
42182（大） 　5229126　 約450×150 ¥4,000 

たらしザル
型番 商品コード 【サイズ】W×D×H：（ｍｍ） 参考価格

42177（小） 　5229127　 約400×270×70 ¥3,800 
42178（中） 　5229128　 約440×310×90 ¥4,300 
42179（大） 　5229129　 約490×350×110 ¥52,00 

椹・すし桶
【塗装】ウレタン塗装　【備考】足付は積重ね可能

型番 商品コード 【サイズ】φ×H:(mm) 【内寸】φ×H:(mm) 参考価格

30201 7寸（足付） 　5229637　 約φ 210 × H65 約φ 192 × H45 ¥4,800
18107 8寸（足付） 　5229636　 約φ 240 × H69 約φ 218 × H45 ¥5,250
30203 9寸 　5229638　 約φ 270 × H72 約φ 250 × H45 ¥6,300
30204 尺0 　5229639　 約φ 300 × H72 約φ 278 × H45 ¥7,000
30205 尺1 　5229640　 約φ 330 × H90 約φ 305 × H55 ¥8,200
30206 尺2 　5229641　 約φ 360 × H92 約φ 335 × H55 ¥9,050
30207 尺3 　5229642　 約φ 390 × H98 約φ 364 × H55 ¥10,700
30208 尺4 　5229643　 約φ 420 × H100 約φ 390 × H60 ¥12,000
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