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金彩飾り

十二支飾り

•

3 種類×各 2枚+税
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K23-15
卯　富士山金彩飾り
￥1,200 +税　　トムソン箱
H8.5×8㎝・布寸9.5×9.5㎝

K23-03
金彩 卯おみくじセット
￥12,600 +税　　トムソン箱
箱寸19×29㎝

N-12
開運金彩福卯
￥1,600 +税　　トムソン箱
H9×12㎝・台寸13×18㎝

N-13
開運金彩福卯
（松竹梅）
￥1,700 +税　　トムソン箱
H13×11㎝・台寸13×18㎝

K23-16
卯　達磨金彩飾り
￥1,300 +税　　トムソン箱
H8.5×8㎝・布寸9.5×9.5㎝

EK8070
和粋十二支飾り
￥10,000 +税　　化粧箱
H3×5ｃｍ・板寸15×22㎝

K23-34
卯 和粋ミニ飾り
￥850 +税　トムソン箱
H3×5ｃｍ・板寸6×4㎝
屏風高7㎝

K23-39
民芸豆卯飾り
￥430 +税　トムソン箱
H2.5×2.5㎝・板寸2.5×5㎝
屏風高7㎝

EK8071
民芸十二支飾り
￥5,000 +税　　化粧箱
H2.5×2.5㎝・板寸13×17㎝

K23-38
干支タペストリー（卯）
￥1,500 +税　　袋
20×30㎝

K23-35
卯絵葉書
￥100 +税　　袋
10.5×14.5㎝

K23-12
卯 おみくじセット
￥12,600 +税　　袋
箱寸19×29㎝

K6324
おみくじ（卯）
￥350 +税　　袋
4×3㎝

K6337
金彩おみくじ（卯）
￥350 +税　　袋
4×3㎝
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K23-04  卯たたら飾り（白）
￥1,300 +税　　トムソン箱
H6×7.5㎝・板寸7×11㎝

K23-07  卯たたら飾り（組）
￥2,300 +税　　トムソン箱
各H5.5×6.5㎝・板寸7.5×15㎝

K23-09  卯たたら飾り（特大）織部
￥5,500 +税　　トムソン箱
H15×14㎝・台寸12.5×18㎝

K23-10  卯たたら飾り（大）桃
￥2,500 +税　　トムソン箱
H10×13㎝・板寸10.5×18㎝

K23-11 卯たたら飾り（大）織部
￥2,500 +税　　トムソン箱
H10×13㎝・板寸10.5×18㎝

K23-08  卯たたら飾り（親子）
￥2,500 +税　　トムソン箱
H7×9㎝/H5×5.5㎝・板寸7.5×15㎝

K23-05  卯たたら飾り（桃）
￥1,300 +税　　トムソン箱
H6×7.5㎝・板寸7×11㎝

K23-06  卯たたら飾り（織部）
￥1,300 +税　　トムソン箱
H6×7.5㎝・板寸7×11㎝

K23-01  卯 民芸飾り・大
￥5,000 +税　　トムソン箱
H10×14㎝・板寸13×18㎝

K23-27  卯 組天晴れ飾り
￥2,300 +税　　トムソン箱
H6×5.5㎝/H4×3.5㎝・板寸7.5×15㎝

K23-28  
卯 ほのぼの飾り
￥1,300 +税　　トムソン箱
H6×5.5㎝・紙寸6.5×10㎝

K23-29  卯 ほのぼの組飾り・小
￥950 +税　　トムソン箱
各H2.5×3.5㎝・板寸4.5×9㎝

K23-30  卯 ほのぼの親子飾り
￥2,300  +税　　トムソン箱
H6×5.5㎝/H2.5×3.5㎝・板寸7.5×15㎝

K23-02  
卯 民芸飾り・中
￥3,200 +税　　トムソン箱
H6×10㎝・板寸10.5×15㎝

K23-13  
卯 陶板飾り
￥2,800 +税　　
トムソン箱
12.5×12.5㎝

K23-14  
卯 干支絵皿
￥2,300 +税　　トムソン箱
Φ13㎝・布寸5×10㎝
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K23-17  卯 招福飾り
￥1,800 +税　　トムソン箱
H8×8.5㎝・板寸7.5×15㎝

K23-18  卯 福寿飾り
￥2,300 +税　　トムソン箱
各H5.5×5.5㎝・板寸7.5×15㎝

K23-23  卯 招福飾り(白)
￥450 +税　　トムソン箱
H6×4㎝・紙寸6×8㎝

E-20  卯 金銀飾り
￥1,000 +税　　トムソン箱
本体各H6×6㎝・布寸8.5×13㎝

E-21 卯 紅白飾り
￥1,000 +税　　トムソン箱
本体各H6×6㎝・布寸8.5×13㎝

E-22  卯ゆらゆら飾り
￥1,000 +税　　トムソン箱
本体H8.5×9㎝・布寸8.5×13㎝

E-23  卯 鏡餅飾り
￥1,200 +税　　トムソン箱
本体H11.5×8㎝・台寸10×17㎝

E-24  卯 だるま飾り
￥1,200 +税　　トムソン箱
本体H10.5×8.5㎝・紙寸9.5×9.5㎝

E-25  卯 赤富士飾り
￥1,000 +税　　トムソン箱
本体H11×8㎝・紙寸9.5×9.5㎝

E-26  卯　盆飾り(ラインストーン付)

￥1,000 +税　　トムソン箱
本体H4.5×6㎝・盆寸Φ12×H10.5㎝

E-27  卯 縁起飾り
￥1,500 +税　　トムソン箱
本体H9×9.5㎝・台寸10×17㎝

E-32  卯（ラインストーン付）

￥600 +税　　トムソン箱
本体H4.5×6㎝・布寸6×8㎝

E-33  卯（みかん持ち）

￥500 +税　　トムソン箱
本体H5×3.5㎝・布寸6×8㎝

E-34  卯（だるま持ち）

￥500 +税　　トムソン箱
本体H5×3.5㎝・布寸6×8㎝

E-35  卯（扇子持ち）

￥500 +税　　トムソン箱
本体H5×3.5㎝・布寸6×8㎝

E-36  卯（お座り）

￥500 +税　　トムソン箱
本体H7×3.5㎝

E-29  卯 福袋飾り
￥1,200 +税　　トムソン箱
本体H10.5×7.5㎝・布寸9.5×9.5㎝

E-28  卯 小槌飾り
￥1,200 +税　　トムソン箱
本体H11×10㎝・布寸9.5×9.5㎝

E-30  お座り卯・門松飾り

￥1,200 +税　　トムソン箱
本体H12×7㎝・布寸8.5×13㎝

E-31  お座り卯・しめ縄飾り

￥1,200 +税　　トムソン箱
体H13×11㎝・布寸8.5×13㎝

K23-24  卯 招福飾り(桃)
￥450 +税　　トムソン箱
H6×4㎝・紙寸6×8㎝

K23-25  卯 招福飾り(金)
￥450 +税　　トムソン箱
H6×4㎝・紙寸6×8㎝

K23-19  仔卯飾り
￥1,000 +税　　トムソン箱
H5×6㎝・紙寸5×8㎝

K23-32  卯 和粋招福飾り
￥1,600 +税　　トムソン箱
H6.5×5㎝・板寸6.5×11㎝

K23-33  卯 和粋玉飾り
￥1,800 +税　　トムソン箱
H6×7.5㎝・板寸6.5×12㎝

K23-40  和粋香立（兎）
￥1,300 +税　　トムソン箱
本体H3.5×4.5㎝・皿Φ8.5㎝

K23-36  張子風（卯）
￥1,000 +税　　トムソン箱
H5×5.5㎝・布寸8.5×8.5㎝

K23-37 張子風（組卯）
￥1,300 +税　　トムソン箱
各H4×4.5㎝・布寸5×10㎝

K23-20  卯　組飾り
￥2,500 +税　　トムソン箱
H8.5×5.5/H6×4㎝・板寸7.5×15㎝
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磁器飾り

硝子箸置硝子迎春飾り

※ライトストーン付

E-51 
卯 金彩硝子親子飾り・中
￥1,500 +税　　トムソン箱
本体H4×4㎝/H2.5×2.5㎝・紙寸7×5㎝

E-52 
卯 金彩硝子飾り・大
￥1,500 +税　　トムソン箱
本体H5×5㎝・紙寸7×5㎝

E-53 
卯 金彩硝子飾り・中
￥1,000 +税　　トムソン箱
本体H4×4㎝・紙寸3.5×6㎝

E-54 
卯 金彩硝子飾り・小
￥500 +税　　トムソン箱
本体H2.5×2.5㎝・紙寸3×4.5㎝

E-56 
卯 金彩硝子親子飾り・大
￥2,000 +税　　トムソン箱
本体H5×5㎝/H2.5×2.5㎝・紙寸6×8.5㎝

N-33 　ビードロ金彩 福卯
￥1,500 +税　　トムソン箱
H3×3.5㎝・台寸6×8.5㎝

N-40 
風水クリスタル 福卯
￥2,000 +税　　トムソン箱
H6×4.5㎝・台寸Φ8㎝

N-42
風水クリスタル 福卯
￥2,000 +税　　トムソン箱
H4×5.5㎝・台寸7.5×11㎝

N-43
ビードロ金彩 福卯（親子）
￥2,200 +税　　トムソン箱
H3×2.5/H3.5×4.5㎝・台寸7.5×11㎝

N-44
ビードロ白 福卯（親子）
￥2,300 +税　　トムソン箱
H3×3/H4×4.5㎝・台寸7.5×11㎝

N-45
ビードロ金彩 福卯（親子）
￥2,300 +税　　トムソン箱
H2×4/H4×4㎝・台寸7.5×11㎝

N-35 　ビードロ金彩 福卯
￥1,700 +税　　トムソン箱
H4×4㎝・台寸6×8.5㎝

N-36 　ビードロ金彩 福卯
￥1,700 +税　　トムソン箱
H4×4㎝・台寸6×8.5㎝

E-57 
卯 紅白硝子親子飾り
￥1,500 +税　　トムソン箱
本体H4×4㎝/H2.5×2.5㎝・紙寸7×5㎝

E-59 
卯 硝子盆飾り
￥2,000 +税　　トムソン箱
本体H5×5㎝・盆寸Φ12×H10.5㎝

E-15 
鏡餅硝子飾り
￥1,000 +税　　トムソン箱
鏡餅H5×4.5㎝・布寸6..5×6.5㎝

N-58 
新迎春飾り
￥1,500 +税　　トムソン箱
鏡餅H5×4㎝・板寸7.5×10㎝

E-55 
卯 金彩硝子親子飾り・根付
￥600 +税　　トムソン箱
本体H2.5×2.5㎝

K23-21   卯 磁器飾り・親子
￥1,000 +税　　トムソン箱
H4.5×5cm/H3.5×4㎝・布寸6×12㎝

K23-22    卯 磁器飾り
￥550 +税　　トムソン箱
H4×5cm・布寸5×10㎝
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