
         

     橙                   

    #190  

こんなお箸で食べたかった杉箸            

        価格 ￥780                                                            

                

  #191        #192         #193       

万葉の祝事箸     寿箸白柾バラ 2 膳  新春白柾バラ紅白水引 2 膳                   

  価格 ￥750         価格 ￥550      価格 ￥520                 

  

            

                             

                        

                                                   箸勝本店  

            

      #215                 #216                #217    

    子供干支祝箸三方柄   子供干支祝箸丸柄 FLORA’S CHOPSTCKS  

      価格 ￥400      価格 ￥400        バラ 5 膳 杉      

                        価格 ￥550   

 

      

     #218          #223     千代紙の柄は 

FLORA’S CHOPSTCKS   新年祝賀の儀 10 膳  お選びいただけません 

  花 5 膳 杉       価格 ￥480     柳両細 24 ㎝ 

  価格 ￥550                 

 

                               

   

#190-松葉    #190-黄  

   

#190-紫          #190-桃 

価格に消費税は含まれておりません 
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#224        #225       #226            #227 

園遊会用箸利久型  御馳走箸天削型  国産間伐材杉箸  新春箸祝箸5膳 

吉野杉材24㎝10膳   吉野杉材24㎝10膳    北陸産杉21㎝20膳  桜柄袋・柳両細24㎝ 

 価格 ￥600    価格 ￥500    価格 ￥500   価格 ￥280  

 

                                        

       

#230                       #231                      #232                       #233 

千代紙金銀水引5膳   白地梅模様祝箸5膳  四海波ピンク金銀水引  巾広紅白金銀板水引 

価格 ￥1,000      価格 ￥700     5膳          2膳 

                      価格 ￥700      価格 ￥500 

                                      箸勝本店 

            

                 #236 

      赤染らん中利久箸27㎝ 10膳  4色(ラベルはアソート) 

               価格 ￥800                    

   

         #237 

  竹割箸 20膳箸袋付(ラベルはアソート) 

       価格 ￥450 
13 

価格に消費税は含まれておりません 



          

    #238              #239            #240 

お家で365日使う木の箸1膳  お家で365日使う木の箸3膳  神代杉客箸本赤柾天削10膳 

     価格 ￥250          価格 ￥750      価格 ￥650     

                                            

              

       #241 

白柾バラ26㎝お懐石銘々 箸10膳 

     価格 ¥800 

 

箸勝本店            

                

#300        #301          #302         #303 

赤染片口26㎝18膳  間伐材杉バラ利久箸   間伐材杉バラ利久箸   間伐材杉バラ利久箸 

  価格 ￥1,200   24㎝両口10膳    26㎝両口10膳    26㎝片口10膳 

             価格 ￥550     価格 ￥600     価格 ￥580    

               

    #304             #305                       #306 

間伐材桧元禄箸21㎝      間伐材桧22.5㎝      間伐材信州天竜杉22.5㎝ 

割り箸20膳        うどん・そばに最適箸    うどん・そばに最適箸 

 価格 ￥500         価格 ￥500        価格 ￥600  
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価格に消費税は含まれておりません 



          

 #307         #308        #309 

   どんぶり箸5膳     なべ奉行 5膳    お茶漬け箸5膳 

八角26㎝       八角26㎝                八角26㎝ 

    価格 ￥750      価格 ￥750     価格 ￥750      

                                           

     

     #310       #311        #312        #313 

金5本水引杉赤柾両細  国産本柳祝箸    国産本柳祝箸     国産本柳祝箸 

26㎝ 3膳      千代紙帯巻8膳     白桜5膳       ぴんく桜5膳 

   価格 ￥1,400    価格 ￥600    価格 ￥600      価格 ￥600   

                             

箸勝本店 

      

  #314            #315            裏       

神代杉赤柾角箸寿水引3膳     世界遺産富士山葛飾北斎                     

  価格 ￥1,500           国産桧両細5膳和紙ファイル                  

                                                             価格 ￥900                                                 

                          

       #316                     #320           

江戸小袖5膳      吉野杉 八角    

価格 ￥400     極太のお取り箸3膳     

              価格 ￥350         

15 価格に消費税は含まれておりません 



                        

#501       #502               #503                #504               #505 

   吉野杉赤柾目丸石州 吉野桧丸石州  吉野杉赤柾目   吉野杉赤柾目    竹丸箸 

  24㎝ 日本製   26㎝ 日本製  角丸26㎝ 日本製 八角丸26㎝日本製 28㎝日本製 

  価格 ￥800   価格 ￥800  価格 ￥600   価格 ￥600    価格 ￥950  

                                                

                       
  #601          #602                     #603                   #604 

吉野杉赤柾目天削  吉野杉赤柾目らん中   吉野桧丸石州    吉野桧丸 

30㎝ 日本製   両口30㎝ 日本製  片口36㎝日本製  両口36㎝日本製 

 価格 ￥800    価格 ￥1,000    価格 ￥1,000   価格 ￥1,000 

箸勝本店 

 

                       

       #702                             

  平成28年「申」2膳                     

       赤杉 

      価格 ￥1,000                                    
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価格に消費税は含まれておりません 



    

#707 神代杉赤柾 矢羽型  #705 神代杉赤柾 丸石州型  #706 神代杉赤柾 角石州型 

男性用24㎝ 女性用21㎝   男性用26cm 女性用24㎝    男性用24㎝ 女性用21㎝ 

黒文字菓子楊枝付2客      黒文字菓子楊枝付2客            黒文字菓子楊枝付2客  

   価格 ￥2,600         価格 ￥3,500         価格 ￥3,000     

                                               

    #720            #721                           #722                       

日本の祝い箸       日本のおもてなし箸       日本の祝い箸             

吉野桧両細丸箸24㎝   吉野杉赤柾片口利久箸26㎝  吉野杉赤柾両口利久箸24㎝                         

千代紙5膳       白地友禅菊5膳        白地友禅手鞠5膳 

価格 1,000円            価格 ￥1,200                  価格 ￥1,000                  

 

 

箸勝本店 

                                 

        #723                                 #724           #726            

桧元禄麻柄袋入       日本のお箸（合格）     クリスマス箸                                           

50膳        吉野杉本赤5角箸24㎝   6膳(桧丸箸)Ｓパターン                    

価格 ￥700         赤絞り箸袋3膳       価格 ￥500                    

                  価格 ￥800                   

                                             

                         

       #725                                          

 日本のお取り分け箸                                      

  吉野杉赤柾両口利久箸30㎝                                     

            白箱入り5膳                               

           価格 ￥5,000             
価格に消費税は含まれておりません 17 



 

                   

#730             #731           #732 

日本のおもてなし箸       日本の懐石箸              日本のお取り分け箸 

吉野杉赤柾両細利久箸24㎝   吉野杉赤柾八角長箸26㎝    吉野杉赤柾両口利久箸26㎝ 

20膳             5膳                           3膳 

   価格 ¥2,800円        価格 ￥1,000                 価格 ￥600       

      

 #733         #734 

竹割箸天削21㎝    竹割箸天削24㎝ 

 先細タイプ                先細タイプ 

  20膳         20膳  

 価格 ￥430      価格 ￥460 

 

 

                                    箸勝本店   

  

価格に消費税は含まれておりません 18 


