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和洋T型

座卓／座椅子／和室小物

メラミン黒本乾漆

宴楽膳 新平安 二人膳

Ｗ１５００×Ｄ４５０×Ｈ６２０

Ｗ１５００×Ｄ４５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

Ｗ１５００×Ｄ５５０×Ｈ６２０

Ｗ１５００×Ｄ５５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

￥77,500（税別）
￥93,700（税別）
￥92,500（税別）
￥108,700（税別）

洋タイプ

和洋兼用

洋タイプ

和洋兼用

価格サイズタイプ

C141116

□メラミン黒本乾漆

宴楽膳 新平安 三人膳

Ｗ１8００×Ｄ４５０×Ｈ６２０

Ｗ１8００×Ｄ４５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

Ｗ１8００×Ｄ５５０×Ｈ６２０

Ｗ１8００×Ｄ５５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

￥77,500（税別）
￥93,700（税別）
￥92,500（税別）
￥108,700（税別）

洋タイプ

和洋兼用

洋タイプ

和洋兼用

価格サイズタイプ

C141116

□メラミン黒本乾漆

回すだけでカンタン着脱！

従来品の折り脚金具タイプもお選びいただけます。

座卓脚は高級木材を採用。
360°どの角度からも金具は見えません。
座卓脚を使わないときは外せるので
更に足下がスッキリ。

使い易さを求めた両側レバー。

洋タイプの脚は力いらずの
ワンタッチ開閉が簡単。

広い畳擦りと滑らかな塗装で
畳へのダメージを軽減しました。

全てのサイズに反り止めを採用。
乾燥や湿度での狂いを抑えます。

新平安膳の機能紹介

宴楽膳 新平安シリーズ
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※2台並べて使用

メラミンうるみ乾漆
メラミン本うるし調黒乾漆

メラミングリーン乾漆

C141150

宴楽膳用収納台車（平積用）
□外寸法／Ｗ１9００×Ｄ７００×Ｈ13００
□二人膳・三人膳用（W1800×D600迄）
□スチール焼付塗装　□10台積み　□組立式

￥105,000（税別）11-65-5

従来の耐久強度と使いやすさはそのままに

木のぬくもりを活かした高級感あふれる

平安シリーズの最上位グレードです。

和室はもちろんモダンインテリアにも見事に調和します。

メラミン黒本乾漆
宴楽膳 平安 二人膳

Ｗ１5００×Ｄ４５０×Ｈ６２０

Ｗ１5００×Ｄ４５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

Ｗ１5００×Ｄ５５０×Ｈ６２０

Ｗ１5００×Ｄ５５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

11-38-1-A

11-38-1-B

11-38-1-C

11-38-1-D

￥64,500（税別）
￥75,500（税別）
￥79,500（税別）
￥88,000（税別）

洋タイプ

和洋兼用

洋タイプ

和洋兼用

価格サイズ 品番タイプ

C141116

□メラミン黒本乾漆

宴楽膳 平安グランシリーズ 錦 二人膳

Ｗ１5００×Ｄ４５０×Ｈ６２０

Ｗ１5００×Ｄ４５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

Ｗ１5００×Ｄ５５０×Ｈ６２０

Ｗ１5００×Ｄ５５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

11-80-1-A

11-80-1-B

11-80-1-C

11-80-1-D

￥81,000（税別）
￥89,000（税別）
￥95,000（税別）
￥103,000（税別）

洋タイプ

和洋兼用

洋タイプ

和洋兼用

価格サイズ 品番タイプ

C141116

□天然木ノタ付耐指紋メラミン仕上

宴楽膳 平安 三人膳

Ｗ１8００×Ｄ４５０×Ｈ６２０

Ｗ１8００×Ｄ４５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

Ｗ１8００×Ｄ５５０×Ｈ６２０

Ｗ１8００×Ｄ５５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

11-38-1-E

11-38-1-F

11-38-1-G

11-38-1-H

￥64,500（税別）
￥75,500（税別）
￥79,500（税別）
￥88,000（税別）

洋タイプ

和洋兼用

洋タイプ

和洋兼用

価格サイズ 品番タイプ

C141116

□メラミン黒本乾漆

宴楽膳 平安グランシリーズ

宴楽膳 平安シリーズ

天板：天然木ノタ付耐指紋メラミン仕上

座卓 宴 メラミンうるみ乾漆（折脚）
□外寸法／Ｗ９００×Ｄ450×Ｈ３２５

￥35,700（税別）11-115-6 C141142

□外寸法／Ｗ１8００×Ｄ45０×Ｈ３２５

￥44,100（税別）11-115-9 C141145

□外寸法／Ｗ9００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥39,900（税別）11-115-10 C141146

□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ4５０×Ｈ３２５

￥38,300（税別）11-115-7 C141143

□外寸法／Ｗ１5００×Ｄ450×Ｈ３２５

￥44,100（税別）11-115-8 C141144

□外寸法／Ｗ１５００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥54,000（税別）11-115-12 C141148

□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥54,000（税別）11-115-13 C141149

□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥43,500（税別）11-115-11 C141147

座卓 宴 メラミン本うるし調黒乾漆（折脚）
□外寸法／Ｗ９００×Ｄ450×Ｈ３２５

￥35,700（税別）11-115-19 C141151

□外寸法／Ｗ１8００×Ｄ45０×Ｈ３２５

￥44,100（税別）11-115-22 C141154

□外寸法／Ｗ9００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥39,900（税別）11-115-23 C141155

□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ4５０×Ｈ３２５

￥38,300（税別）11-115-20 C141152

□外寸法／Ｗ１5００×Ｄ450×Ｈ３２５

￥44,100（税別）11-115-21 C141153

□外寸法／Ｗ１５００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥54,000（税別）11-115-25 C141157

□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥54,000（税別）11-115-26 C141158

□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥43,500（税別）11-115-24 C141156

座卓 宴 メラミングリーン乾漆（折脚）
□外寸法／Ｗ９００×Ｄ450×Ｈ３２５

￥35,700（税別）11-115-27 C141161

□外寸法／Ｗ１8００×Ｄ45０×Ｈ３２５

￥44,100（税別）11-115-30 C141164

□外寸法／Ｗ9００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥39,900（税別）11-115-31 C141165

□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ4５０×Ｈ３２５

￥38,300（税別）11-115-28 C141162

□外寸法／Ｗ１5００×Ｄ450×Ｈ３２５

￥44,100（税別）11-115-29 C141163

□外寸法／Ｗ１５００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥54,000（税別）11-115-33 C141167

□外寸法／Ｗ１８００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥54,000（税別）11-115-34 C141168

□外寸法／Ｗ１２００×Ｄ6００×Ｈ３２５

￥43,500（税別）11-115-32 C141166

宴楽膳 平安グランシリーズ 錦 三人膳

Ｗ１8００×Ｄ４５０×Ｈ６２０

Ｗ１8００×Ｄ４５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

Ｗ１8００×Ｄ５５０×Ｈ６２０

Ｗ１8００×Ｄ５５０×Ｈ６２０（Ｈ３２５）

11-80-2-A

11-80-2-B

11-80-2-C

11-80-2-D

￥81,000（税別）
￥89,000（税別）
￥95,000（税別）
￥103,000（税別）

洋タイプ

和洋兼用

洋タイプ

和洋兼用

価格サイズ 品番タイプ

C141116

□天然木ノタ付耐指紋メラミン仕上
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①レッド

⑥パープル
⑦うぐいす ⑧ゴールド ⑨エンジ

⑩ブルーグレー

②ローズ ③ブルー ④金茶
⑤グリーン

積重のサイズ（SH350）
約730

約1020

スタッキング4脚まで

①ブラウン ②ブルー ③グリーン ④グレー ⑤黒 ⑥レッド

宴楽椅子 座椅子

パーテーション

宴楽椅子
B-29 彩波レッド
□外寸法／Ｗ４85×Ｄ525×Ｈ700・ＳＨ３５０
□黒フレーム天然木・ウレタン塗装

￥27,500（税別）11-55-3 C142030

スタッキング 宴楽椅子
B-16 裾野エンジ
□外寸法／Ｗ４85×Ｄ525×Ｈ700・ＳＨ３５０
□黒フレーム天然木・ウレタン塗装

￥27,500（税別）11-55-3 C142031

スタッキング

宴楽椅子
B-L11 レザー紬グリーン
□外寸法／Ｗ４85×Ｄ525×Ｈ700・ＳＨ３５０
□黒フレーム天然木・ウレタン塗装

￥27,500（税別）11-55-3 C142032

宴楽椅子用
スチール台車（組立式）
□外寸法／Ｗ890×Ｄ550×Ｈ900
□コンパクト手付　□8脚積

￥46,000（税別）11-65-1 C142041

スライドスクリーン 3曲
□外寸法／Ｗ460×3曲×Ｈ1500

￥76,000（税別）11-152-17 C144614

格子スクリーン 3連
□外寸法／Ｗ460×3連×Ｈ1500

￥98,000（税別）11-150-4 C144615

宴楽椅子用
スチール台車（組立式）
□外寸法／Ｗ860×Ｄ640×Ｈ900
□手付　□8脚積

￥58,000（税別）11-65-2 C142042

スタッキング 宴楽椅子
D-14 彩市松 茶
□外寸法／Ｗ４85×Ｄ525×Ｈ700・ＳＨ３５０
□黒フレーム天然木・ウレタン塗装

￥29,700（税別）11-55-7 C142033

スタッキング 宴楽椅子
D-4 大和紋ベージュ
□外寸法／Ｗ４85×Ｄ525×Ｈ700・ＳＨ３５０
□白木フレーム天然木・ウレタン塗装

￥32,400（税別）11-56-7 C142034

スタッキング

座椅子 格子黒 ウレタン塗装
□外寸法／Ｗ４１０×Ｄ５３０×Ｈ４３０

￥10,800（税別）11-205-8 C142051

座布団カバー（カバーのみ）
□外寸法／500×500 ・ 550×590 ・ 590×630
□カラー／10色無地　□材質／ポリエステル100%　□撥水加工済

￥1,890（税別）11-242-2 C144512

レザー座布団 無地 中身（ウレタン）込
□外寸法／400×400×50
□カラー／6色無地　
□材質／裏地メリヤス・ポリエステル65％・レーヨン35％

￥4,000（税別）11-253-1 C144513

レザー座布団 無地 中身（ウレタン）込
□外寸法／500×500×50
□カラー／6色無地　
□材質／裏地メリヤス・ポリエステル65％・レーヨン35％

￥5,100（税別）11-253-2 C144514

座布団用中身 イージー綿ミックス
□材質／綿90％・ポリエステル10％

400×400×80（400角用） ￥1,850（税別）1

430×430×80（430角用） ￥1,930（税別）2

450×450×80（450角用） ￥1,930（税別）3

500×500×80（500角用） ￥1,930（税別）4

550×590×100（銘仙判用） ￥2,180（税別）5

590×630×100（八端判用） ￥2,500（税別）6

C144515

座椅子 駒入 格子 白木
□外寸法／Ｗ４6０×Ｄ60０×Ｈ４３０　□ナチュラル・すべり止め

￥16,800（税別）11-205-5 C142052

座椅子 うるみ乾漆
□外寸法／Ｗ36０×Ｄ５３０×Ｈ４３０

￥22,400（税別）11-206-23 C142053




