
※価格は消費税別の参考上代となっております。

*品番 *品番

*ロット

 31801-2323 31801-4545
*カラー

1ヶ

¥6,900
 W/L45.0*H90.0

アトラン*カラー
*サイズ（cm） ラスティ
 W/L23.0*H53.0

*サイズ（cm）
*単価

【 角 ロング 】 【 角 ロング 】

1ヶ
*単価 ¥31,000

*ロット

*品番

 W/L17.5*H38.5
*サイズ（cm）

*品番
 31801-1H1H  31801-3232
*カラー ラスティ

1ヶ

薪を使用し高温で焼いたものです。炎の当り方などで表情が変り自然な色合いをお楽しみ頂けます。 ※アトラン･ホワイトはクレーターの様な穴が大きく多数になる場合があります。

【 角 ロング 】 【 角 ロング 】

CH2212-GP

¥2,950
 W/L32.0*H68.0

*ロット 1ヶ
*単価 ¥15,000

*ロット

*カラー
*サイズ（cm）  ラスティ

*単価

完全防水ではありません。
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CH2212-GP

¥13,900

*サイズ（cm）

*カラー

*ロット 1ヶ

*単価

 φ40.0*H70.0

 ラスティ

※価格は消費税別の参考上代となっております。

 31801-4545

1ヶ

 W/L45.0*H90.0

*単価 ¥31,000

*ロット

【 角 ロング 】

*カラー

 ホワイト

*サイズ（cm）

*品番

【 丸 ロング 】
*品番

¥6,900
 W/L32.0*H68.0

*ロット 1ヶ
*単価 ¥15,000

*ロット

 31802-40

 W/L32.0*H68.0  W/L45.0*H90.0

*カラー
*サイズ（cm）  ホワイト
 W/L23.0*H53.0

*サイズ（cm）
*単価

*品番 *品番
 31801-2323  31801-3232
*カラー ホワイト

1ヶ

*サイズ（cm） *サイズ（cm）

*品番 *品番

 31801-3232

【 角 ロング 】 【 角 ロング 】

 31801-4545

*カラー

【 角 ロング 】 【 角 ロング 】

*ロット 1ヶ *ロット 1ヶ

*単価 ¥15,000 *単価 ¥31,000

*カラー

 アトラン  アトラン
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CH2212-GP

【 丸 ロング 】

※価格は消費税別の参考上代となっております。

*ロット 1ヶ

*品番

*ロット 1セット

*ロット 1ヶ

*カラー アトラン

*ロット 1ヶ

 φ22.0*H40.0

*単価 ¥2,850

*ロット 1ヶ

*サイズ（cm）

【 丸 ロング 】 【 丸 ロング 】

*単価 ¥27,800

*サイズ（cm）

*品番

*カラー

[2ｻｲｽﾞｾｯﾄ]

*単価 ¥8,900

*ロット 1ヶ

*サイズ（cm）
 φ30.0*H54.0

*単価 ¥6,500

*品番
 31802-30

*カラー アトラン

*サイズ（cm）

*ロット 1ヶ

*品番
 31802-22

【 丸 ロング 】

 ラスティ

【 丸 ロング 】

 φ22.0*H40.0

*単価 ¥2,850

 31802-49

 φ49.0*H90.0

 φ49.0*H90.0

[2ｻｲｽﾞｾｯﾄ]

*ロット 1ヶ

*単価 ¥8,900

*単価 ¥27,800

*カラー

 アトラン

*サイズ（cm）

*品番

 31802-49

*品番
 31802-22

*カラー ホワイト

*サイズ（cm）

 φ30.0*H54.0

*単価 ¥6,500

*品番
 31802-30

*ロット 1セット

 φ40.0*H70.0

*単価 ¥13,900

 ホワイト

*サイズ（cm）

 31802-40

*カラー

*カラー ホワイト
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CH2212-GP

31803-37/ホワイト 1ヶ

φ25.0*H27.0 ¥2,100

φ37.0*H40.0 ¥6,500

サイズ（cm） 単価 サイズ（cm） 単価品番

【 丸 】 【 丸 】

※価格は消費税別の参考上代となっております。

31803-25/ホワイト 1ヶ 31803-45/ホワイト 1ヶ

ロット

品番

【 丸 】 【 丸 】

31803-37/アトラン 1ヶ 31803-45/アトラン 1ヶ

ロット 品番 ロット

品番

【 丸 】 【 丸 】

31803-37/ラスティ 1ヶ 31803-45/ラスティ 1ヶ

ロット 品番 ロット

サイズ（cm） 単価 サイズ（cm） 単価

φ37.0*H40.0 ¥6,500

φ37.0*H40.0

サイズ（cm） 単価

¥6,500 φ45.0*H50.0 ¥10,500

サイズ（cm） 単価

φ45.0*H50.0 ¥10,500

φ45.0*H50.0 ¥10,500

品番 ロット
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CH2212-GP

31805-4225/アトラン

サイズ（cm） 単価 ロット

W42.0*L25.0*H23.0 ¥5,600 1ヶ

品番 サイズ（cm）

【 長角 】

※価格は消費税別の参考上代となっております。

1ヶ

単価 ロット

品番 サイズ（cm） 単価 ロット 品番

¥5,900 1S

31804-30/ホワイト φ30.0*H26.0 ¥3,000

上記3サイズセット

【 長角 】

31804-24/ホワイト φ24.0*H22.5 ¥1,900 1ヶ

31804-19/ホワイト φ19.0*H19.0 ¥1,400 1ヶ

31805-4225/ラスティ W42.0*L25.0*H23.0 ¥5,600

¥5,900 1S 上記3サイズセット

¥1,900 1ヶ

31804-30/ラスティ φ30.0*H26.0 ¥3,000 1ヶ 31804-30/アトラン φ30.0*H26.0 ¥3,000 1ヶ

31804-24/ラスティ φ24.0*H22.5 ¥1,900 1ヶ 31804-24/アトラン φ24.0*H22.5

¥5,900 1S

品番 サイズ（cm）

【 丸 ショート 】 【 丸 ショート 】

31804-19/ラスティ φ19.0*H19.0 ¥1,400 1ヶ 31804-19/アトラン φ19.0*H19.0 ¥1,400 1ヶ

単価 ロット 品番 サイズ（cm） 単価 ロット

上記3サイズセット

1ヶ

【 丸 ショート 】
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CH2212-GP

上記3サイズセット 1S

31806-3333/ホワイト W33.0*L33.0*H38.0 ¥7,600 1ヶ

31806-2E2E/ホワイト W24.5*L24.5*H28.0 ¥4,500 1ヶ

単価品番 サイズ（cm）

【 角 】 【 角 】

※価格は消費税別の参考上代となっております。

¥14,000

31806-1H1H/ホワイト W17.5*L17.5*H20.0 ¥3,000 31806-4040/ホワイト 1ヶ

品番 サイズ（cm） 単価 ロット 品番

上記3サイズセット ¥14,000 1S

31806-3333/アトラン W33.0*L33.0*H38.0 ¥7,600 1ヶ

1ヶ

31806-2E2E/アトラン W24.5*L24.5*H28.0 ¥4,500 1ヶ

単価 ロット 品番 ロット

【 角 】 【 角 】

W40.0*L40.0*H47.0 ¥11,500

ロット

W40.0*L40.0*H47.0 ¥11,50031806-1H1H/アトラン W17.5*L17.5*H20.0 ¥3,000 1ヶ 31806-4040/アトラン

1ヶ 31806-4040/ラスティ

品番 サイズ（cm） 単価 ロット 品番

¥14,000上記3サイズセット 1S

31806-3333/ラスティ W33.0*L33.0*H38.0 ¥7,600 1ヶ

1ヶ

31806-2E2E/ラスティ W24.5*L24.5*H28.0 ¥4,500 1ヶ

【 角 】

ロット

31806-1H1H/ラスティ W17.5*L17.5*H20.0 ¥3,000

W40.0*L40.0*H47.0 ¥11,500

サイズ（cm）

1ヶ

サイズ（cm） 単価

サイズ（cm） 単価

【 角 】
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CH2212-GP

上記2サイズセット ¥5,200 1S

31807-35/ホワイト φ35.0*H18.0 ¥2,950 1ヶ

品番 サイズ（cm）

【 かさ 】 【 かさ 】

※価格は消費税別の参考上代となっております。

31807-27/ホワイト φ27.0*H14.5 ¥2,550 1ヶ 31807-50/ホワイト 1ヶ

単価 ロット 品番 ロットサイズ（cm） 単価

φ50.0*H26.0 ¥11,000

上記2サイズセット ¥5,200 1S

31807-35/アトラン φ35.0*H18.0 ¥2,950 1ヶ

品番 サイズ（cm）

【 かさ 】 【 かさ 】

31807-27/アトラン φ27.0*H14.5 ¥2,550 1ヶ 31807-50/アトラン 1ヶ

単価 ロット 品番 ロット

上記2サイズセット ¥5,200 1S

31807-35/ラスティ φ35.0*H18.0 ¥2,950 1ヶ

品番 サイズ（cm）

【 かさ 】 【 かさ 】

31807-27/ラスティ φ27.0*H14.5 ¥2,550 1ヶ 31807-50/ラスティ 1ヶ

単価 ロット 品番 ロット

φ50.0*H26.0 ¥11,000

単価

サイズ（cm）

φ50.0*H26.0

単価

¥11,000

サイズ（cm）
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CH2212-GP

1ヶ

※ホワイトスノーの色合いについて、製造時、炎の当り方などで

　 色ムラが生じる場合がございます。

品番 サイズ（cm） 単価 ロット 品番 サイズ（cm） 単価 ロット

31801-1H1H W17.5*L17.5*H38.5 ¥2,950

【 角　ロング　ホワイトスノー 】 【 丸　ホワイトスノー 】

【 角　ショート　ホワイトスノー 】 【 角　ホワイトスノー 】

1ヶ 31803-25 φ25.0*H27.0 ¥2,100 1ヶ

31802-2323 W23.0*L23.0*H53.0 ¥6,900 1ヶ 31803-30 φ30.0*H32.0 ¥3,300 1ヶ

上記2サイズセット ¥9,200 1S 31803-37 φ37.0*H40.0 ¥6,500 1ヶ

31804-24 φ24.0*H22.5 ¥1,900 1ヶ 31806-2E2E

上記3サイズセット ¥11,000 1S

¥3,000 1ヶ 31806-3333 1ヶ

上記3サイズセット ¥5,900 1S 上記3サイズセット 1S

品番 サイズ（cm） 単価 ロット 品番 ロット

31804-19 φ19.0*H19.0 ¥1,400 1ヶ 31806-1H1H

サイズ（cm） 単価

W17.5*L17.5*H20.0 ¥3,000

W24.5*L24.5*H28.0 ¥4,500

W33.0*L33.0*H38.0 ¥7,600

¥14,000

※価格は消費税別の参考上代となっております。

1ヶ

31804-30 φ30.0*H26.0
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