
          

 

       

#001         #002‐菊       #002-手毬 

千代紙天削５膳    白地友禅天削５膳菊   白地友禅天削５膳手毬 

 価格 ￥600      価格 ￥600      価格 ￥600 

                                  

 

         

  #004-白        #004-桃        #004-赤 

しぼり和紙       しぼり和紙      しぼり和紙 

杉九柾利久 5 膳白    杉九柾利久 5 膳桃   杉九柾利久 5 膳赤 

 価格 ￥580      価格 580      価格 ￥580 

                             箸勝本店 

 

        

       #005         ＃006 

振袖人形杉 5 膳     振袖人形杉 2 膳 

      価格 ￥1000      価格 ￥420   

                                   

 

       

   #007         #008-赤        #008-緑 

 宴のお箸杉 5 膳   ＴＥＮマナー杉 10 膳  ＴＥＮマナー杉 10 膳 

 価格 ￥450      価格 ￥500      価格 ￥500 

    

価格に消費税は含まれておりません 1 

ご家庭用おもてなし箸 



                             

 

       

#011         #012          #015 

桜ピンク人形天削 2 膳  紅白人形天削 2 膳    千代紙祝事柳 5 膳 

  価格 ￥460      価格 ￥460      価格 ￥700 

                                   

 

        

    #016         #017          #018 

千代紙祝事柳２膳    金寿水引祝事箸     三階松水引３膳 

  価格 ￥350      価格 ￥580      価格 ￥1200 

 

                             箸勝本店 

 

        

     #019         #020        #021 

  三階松水引 1 膳   金寿水引取箸杉 3 膳   紅白鶴亀祝事 5 膳 

    価格 ￥450    価格 ￥1200     価格 ￥350 

                                   

 

        

    ＃022         #023        ＃026 

  金糸鶴箸柳 5 膳    金糸鶴箸柳 2 膳     鶴亀箸柳 2 膳 

  価格 ￥1000     価格 ￥500      価格 ￥500 

 
価格に消費税は含まれておりません 2 



                                                      

 

       

 #028          #030         ＃031 

   鶴亀箸柳 5 膳      紅白人形柳 2 膳    ピンク人形柳 2 膳 

   価格 ￥1000      価格 ￥450      価格 ￥450 

                                   

 

           

    #032           #033        #034 

  紅白家内喜箸 2 膳    しぼり白祝 2 膳     金寿水引なし 5 膳 

   価格 ￥500      価格 ￥500      価格 ￥430 

 

 

                            箸勝本店 

          

   #035          #037         #039 

ヒレ飾り祝箸 3 膳     初日の出 5 膳  横しぼり七本水引金三角1膳 

 価格 ￥700       価格 ￥500       価格 ￥400 

                                          

 

        

   #040         #042                #043 

  横しぼり三階松 1 膳 HAPPY NEW YEAR5 膳 X’S MAS 利久 10 膳 

    価格 ￥450     価格 ￥350     価格 ￥480 

 

 
価格に消費税は含まれておりません 

3 



 

        

    #044          #045         #046 

  松竹梅箸 5 膳    金寿 7 本水引祝箸 5 膳       白さくら和紙 

  価格 ￥350       価格 ￥700      杉九柾利久 5 膳 

                          価格 ￥580  

 

        

    #047         #048         #049 

ピンクさくら和紙    さくらピンク      さくらピンク 

杉九柾利久 5 膳   振袖人形杉天削 5 膳   振袖人形柳 5 膳 

 価格 ￥580     価格 ￥950      価格 ￥1000  

 

                              箸勝本店 

       

    #050          #051         #052 

 江戸人形杉天削 3 膳    江戸人形柳 3 膳    江戸人形杉天削 5 膳 

    価格 ￥700      価格 ￥600      価格 ￥1000 

                                  

           

     #053            #054             #055              

江戸人形柳5膳        江戸人形杉天削2膳         万才白箸柳3膳          

 価格 ￥1000         価格 ￥530        価格 ￥480           

 

    

          価格に消費税は含まれておりません 

4 



 

                               

#59                 #062           #063                               

杉赤染柾バラ26㎝18膳   健康に良い桧のお箸       お子様のお箸 10 膳                           

価格 ￥1,400            10 膳          価格 ￥380                           

                      価格 ￥400                         

 

                           

    #064                    #067                  

      子供干支           普段使いのお箸 30 膳          

   価格 ￥250             価格 ￥400 

 

                                

 箸勝本店   

                 

     #068          #69              #071 

 ハッピーカラー14 膳  杉天削箸帯巻 10 膳    客人箸 5 膳白 

    価格 ￥280     価格 ￥580     価格 ￥680                                                                    

 

       

   #072          #074         #075 

客人箸 5 膳ピンク      煮物箸竹 20 膳      両口箸柳帯巻 7 膳 

  価格 ￥680       価格 ￥400      価格 ￥450 

 

価格に消費税は含まれておりません 5 



 

       
 #076          #077          #078 

  歌舞伎柳 5 膳      お懐石銘々箸杉 7 膳     お箸の国杉 

  価格 ￥700      価格 ￥1,100      価格 ￥1,300 

                                                                       

 

          

    #079          #080          #082 

  新春祝箸 5 膳金      新春祝箸 5 膳銀         三月雛人形 2 膳 

  価格 ￥430       価格 ￥430       価格 ￥600 

 

 

                               箸勝本店   

        

     #083          #084           #085 

  5 月人形杉 2 膳     朝顔夏風景杉 2 膳    風鈴夏風景杉 2 膳 

  価格 ￥600       価格 ￥600      価格 ￥600 

                                   

 

           

    #087          #089           #090 

 天削銘々箸赤杉 10 膳  吉野杉24㎝蘭中帯巻8膳   吉野杉21㎝蘭中帯巻8膳 

  価格 ￥1,400      価格 ￥700       価格 ￥680 

 

 価格に消費税は含まれておりません 
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 #091          #092          #093 

吉野杉利久箸 10 膳     羽子板 2 膳      ハレの箸 3 膳 

 価格 ￥550      価格 ￥650       価格 ￥550 

                                   

          

           #094           #095       #098  

FOR CHRISTMAS       箸袋日本の色    俳画箸袋 100 枚 

  CHOPSTCKS 杉箸     価格 ￥700     価格 ￥350 

    価格 ￥500       

 

                               箸勝本店   

 

             

      #099        #101         #104 

    桧丸箸 30 膳    蝦夷天削 24 ㎝   万祝すえひろ 2 膳        

    価格 ￥680    茶線三折箸 20 膳    価格 ￥650               

               価格 ￥600                

                  

      #108          #111        #113 

  赤柾目両口箸穂高紙 赤  懐石赤染利久包 5 膳  新松竹梅(三つ梅)5 膳 

     価格 ￥550       価格 ￥600     価格 ￥350 

              

             

裏 

価格に消費税は含まれておりません 
7 



  

      

 #116          #117-桃       #117-紫  

  招福御祝箸 2 膳        金箔小花柳 桃    金箔小花柳 紫               

価格 ￥480           価格 ￥700     価格 ￥700                    

                                           

               

  #117-黄           #117-緑         #118-桃   

 金箔小花柳 黄         金箔小花柳 緑         金箔小花吉野杉 桃                         

  価格 ￥700            価格 ￥700      価格 ￥800                          

                         

                               箸勝本店    

               

  #118-紫         #118-黄         #118-緑    

金箔小花吉野杉 紫   金箔小花吉野杉 黄   金箔小花吉野杉 緑                      

  価格 ￥800              価格 ￥800       価格 ￥800          

                                    

                

    ＃119          #120           #121         

天削元禄箸杉 6 膳 紫  天削元禄箸杉 5 膳 若草     杉金寿水引取箸 1 膳                             

    価格 ￥600      価格 ￥600       価格 ￥450 

                 

価格に消費税は含まれておりません 
8 



                

   #122          #123          #130             

   宝船七福神柳 5 膳        角切箸袋 100 枚       正式お懐石銘々箸杉 10 膳                         

  価格 ￥430             価格 ￥450       価格 ￥1,100                      

                                      

                                    

                 

         #137          #140       

  草染 4 色竹 8 膳         贅の御箸赤杉                     

       価格 ￥400      価格 ￥1,400        

                           

                              箸勝本店   

                                    

             #136        

           絹     藍         草       黄      紅   

       江戸小染箸袋   

                        価格 ￥350 

                                  

                            

  紅                                   #142             

    #138                                 紅白水引御祝箸 3 膳 

江戸小染おもてなし竹箸                           価格 ￥630     

    価格 ￥400 

                                              

価格に消費税は含まれておりません 

 
   藍 

9 

    緑

   黄



                                                         

     #144          #145              #146  

   縁起福祝箸          金銀振箸袋            桧の健康丸箸   

一二支絵入 5 膳           7 本水引祝膳      20 膳 5 色袋入  

  価格 ￥350     価格 ￥550       価格 ￥550   

                                                               

                                  

      5 色             白地友禅          千代紙    

            

         

             

 

                              

 

       #148 お菓子楊枝黒文字 

                   価格 ￥430                  

                                                       箸勝本店    

                       

      #149                 #150                #152               

開運招福 3 膳水引付   大人のうどん箸   合格箸桧五角箸 5 膳                        

         価格 ￥450           価格 ￥200          価格 ￥550        

                                                                          

                         

      #153                #154                  #163                  

    御客様用箸赤杉     客室御箸杉     七福神ぞろい片口箸5膳        

  銀龍紙箸袋付 10 膳  わびさび箸袋付 20 膳    価格 ￥350 

    価格 ￥1,200    価格 ￥950    

 

 
 (裏) 

価格に消費税は含まれておりません 
10 

 

楮 

 

   桜 

 



 

                

    #169                        #173        

羽子板づくし 5 膳    野菜の味 箸袋 100 枚入    

  価格 ￥350               価格 ￥420           

                                                

                                                     

 #176-A     #176-B       #176-C      #176-D   

杉裸箸 Ａ   杉裸箸 Ｂ    エゾ松裸箸 Ｃ   竹裸箸 Ｄ                 

価格 ￥580   価格 ￥350   価格 ￥280      価格 ￥250 

                   

                          

     箸勝本店 

 

 #180                   

干支箸 1 膳     

価格 ￥180                                                             

        

     #182        #187         #188          

干支づくし寿箸 5 膳   寿 10 本水引箸 3 膳   宝づくし三作杉赤染                         

     価格 ￥350    価格 ￥1,200     価格 ￥550                   

                                   

                                        

 

           

#180-ﾈｽﾞﾐ     #180-ｳｼ     #180-ﾄﾗ  #180-ｳｻｷﾞ  #180-ﾀﾂ   #180-ﾍﾋﾞ 

              

#180-ｳﾏ     #180-ﾋﾂｼﾞ  #180-ｻﾙ   #180-ﾄﾘ   #180-ｲﾇ   #180-ｲﾉｼｼ 

価格に消費税は含まれておりません 11 



         

     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 
12 



         

#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  

 
14 

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                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
16 

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 


