
スクール受講生レンタルアイテム一覧  2023/4/11 更新

➡こちらに掲載のアイテムは期間中の貸出しが難しい場合がございますのでご留意ください

プレースプレート 2023.4更新

画像

番号/数 A-01 / 2枚 A-02 / 2枚 A-03 / 4枚 A-04 / 6枚 A-05 / 2枚

名前 オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート

色 ローズピンク ペールピンク ラベンダー レッド オレンジ

サイズ φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm

画像

番号/数 A-06 / 6枚 A-07 / 2枚 A-08 / 4枚 A-09 / 5枚 A-10 / 4枚

名前 オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート

色 イエロー サファイア グリーン ブラウン ミルキーホワイト

サイズ φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm

画像

番号/数 A-11 / ６枚 A-12 / 4枚 A-13 / 4枚 A-14 / 6枚

名前 オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート オリジナルプレースプレート

色 ブラック バイオレット シルバー ゴールド

サイズ φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm φ30cm, 厚み4mm, リブ幅5cm

折敷、ランチョンマット・プレート

画像

番号/数 B-01 / 2枚 B-02 / 4枚 B-03 / 2枚 B-04 / 2枚 B-05 / 2枚

名前 正角折敷 正角折敷 正角折敷 正角折敷 正角折敷

色 ベージュ ペパーミントブルー パープル ブロッサムピンク グリーン

サイズ □30㎝×厚さ9mm □30㎝×厚さ9mm □30㎝×厚さ9mm □30㎝×厚さ9mm □30㎝×厚さ9mm

画像

番号/数 B-06 / 4枚 B-07 / 4枚 B-08 / 12枚 B-09 / 7枚 B-10  / 2枚

名前 リバーシブル折敷 リバーシブル折敷 FSPJオリジナルリバーシブル折敷 正角総銀折敷 角皿

色 赤×黒 白×シルバー ゴールド×シルバー 銀 ピュアホワイト

サイズ □33㎝ □33㎝ □33㎝×厚さ5.5mm □33㎝×厚さ1.2cm　リム幅6㎝ □33㎝×厚さ1.2cm　リム幅6㎝

画像

番号/数 B-11 / 2枚 B-12 / 2枚 B-13 / 1枚 B-14 / 4枚 B-15 / 2枚

名前 角皿 Njeco汎 ランチョンマット ラウンドプレート ゼブラ折敷 ラウンドランチョンマット

色 和花 ウッド×ホワイト コッパー シルバー

サイズ □33㎝×厚さ1.2cm　リム幅6㎝ 26cm×37cm×厚さ1cm □33cm □34cm

画像

番号/数 B-16 / 2枚 B-17 / 2枚 B-18 / 2枚 B-19 / 2枚

名前 木製組手白木角盆 ミラー折敷 LIND DNAプレースマット シルバー LIND DNAプレースマット ブラウン

色

サイズ □30cm □30cm 37cm × 44cm 37cm × 44cm

https://www.fspj.jp/pdf/rental/kasidasi.pdf　
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プレート

画像

番号/数 C-01 / 1枚 C-02 / 1枚 C-03 / 3枚 C-04 / 3枚 C-05 / 10枚

名前 スクエアプレート スクエアプレート ラウンドプレート ラウンドプレート シェールブラン プレート

色 赤 黄 赤 黄 白

サイズ □28㎝ □28㎝ φ15㎝ φ15㎝ φ28cm

画像

番号/数 C-06 / 10枚 C-07 / 12枚 C-08 / 2枚 C-09 / 1枚 C-10 / 1枚

名前 シェールブラン プレート シェールブラン プレート パルフェ　プレート（大） パルフェ　プレート（中） パルフェ　スープ皿

色 白 白 白×シルバーリム 白×シルバーリム 白×シルバーリム

サイズ φ21cm φ17cm D27.4×H2cm D19.8×H1.8cm □17.4cm×H4.3cm

画像

番号/数 C-11 / 2枚 C-12 / 2枚 C-13 / 1枚 C-14 / 4枚 C-15 / 3枚

名前 サークルインプレート フラットプレート ムーンプレート トリニティハートプレート ディナープレート

色 シルバー×白 シルバー×白 白×シルバーリム 白×シルバーリム シルバー×黒

サイズ D212×H2.7 φ24cm×H2cm L17.9×H1.6 最大幅14cm×14cm D27.8×H3.4cm リブ幅: 約6.0cm

画像

番号/数 C-16 / 2枚 C-17 / 2枚 C-18 / 2枚 C-19 / 4枚 C-20 / 1枚

名前 ビスキュイプレート プレート ウッドプレート 木目柄プレート 大理石柄プレート（大）

色 クリア 黒

サイズ φ21㎝ φ24㎝ φ30×H1㎝ φ20㎝ φ23㎝

画像

番号/数 C-21 / 1枚 C-22 / 1枚 C-23 / 2枚 C-24 / 3枚 C-25/ 1枚

名前 大理石柄プレート（小） 羽反プレート ハソリプレート レクタングルフラットプレート スレートプレート

色 ベージュ 茜 黒 黒

サイズ φ16㎝ 8.5cm×30cm×H1.5 8.5cm×30cm×H1.5 W30×S18.7×H2.5cm 40㎝×12㎝

画像

番号/数 C-26 / 2枚 C-27 / 2枚 C-28 / 2枚 C-29 / 3枚 C-30 / 1個

名前 スリムレクタングルトレー スリムレクタングルトレー レクタンブルトレー かわらプレート サービングボード

色 黒 白 黒

サイズ L35.8cm×S8cm×H1.2cm 横35cm×縦8cm×高さ1.2cm L26cm×S9cm×H1.8cm 10.5㎝×20㎝ 39×12×H1.5cm　

画像

番号/数 C-31 / 1枚 C-32 / 2枚 C-33 / 2枚 C-34 / 2枚

名前 ウッドプレート 三角スレート ミニスレート パレスプレート

色 白マット

サイズ φ27㎝×H2.5cm △27㎝ □10cm φ22.5×H2.5cm

画像

番号/数 C-36 / 2枚 C-37 / 2枚 C-38 / 2枚 C-39 / 2枚 C-40 / 2枚

名前 RAFFINEプレート RAFFINEプレート ゴールドリムプレート 6.5寸 半月皿 ウッド長角トレー

色 グレー パープル ゴールド×ホワイト

サイズ 24.6×24.6×H2.7cm 24.6×24.6×H2.7cm φ28cm W196×D147×H28mm W30cm×D10cm

画像

番号/数 C-41 / 4枚 C-42/ 2枚 C-43/ 2枚 C-44/ 1個 C-45/ 1枚

名前 エポックラウンドプレート 尚　リムプレート ゴッチェガラスプレート 入子皿　１セット ガラス長皿

色 ライトグリーン

サイズ φ14.5cm×H2.5cm 24cm φ28cm  Φ16XH3、Φ12.5XH2、Φ9XH2cm 35cm×12cm
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画像

番号/数 C-46/ 1枚 C-47 / 1枚 C-48 / 2枚 C-49 / 2枚 C-50 / 1枚

名前 片口皿 ガラス長皿 切立プレート 八角プレート プレート

色 クリア ゴールド

サイズ 14cm 24cm×18cm 25cm 14cm 15.5cm

画像

番号/数 C-51/ 1枚 C-52 / 1枚 C-53 / 1枚 C-54 / 2枚 C-55 / 2枚

名前 プレート プレート プレート 波佐見焼 ガラス小皿

色 グリーン ブルー パープル 地紋割菊花紋 スクエア

サイズ 15.5cm 15.5cm 15.5cm 7cm×7cm

画像

番号/数 C-56 / 2枚 C-57 / 1枚 C-58 /2枚 C-59 / 2枚 C-60 / 2枚

名前 ガラス小皿 皿 皿 皿 菊割 青海波 五寸皿

色 三つ足 ブルー 紺 水色 青磁

サイズ 10cm×8cm 22cm 16cm 27cm φ約15.3cm×H約3.4cm

画像

番号/数 C-61 / 1枚 C-62 / 1枚 C-63 /2枚 C-64 / 1枚 C-65 / 1枚

名前 壺型小皿（沈香）七宝文 壺型小皿（沈香）菊青海波 喫茶膳　白檀 皿 皿

色 ブルー クリア＆ブルー

サイズ W11cm×H16cm 　 W11cm×H16cm 　 24.5×12.5×高さ1cm φ30cm×H1.9cm φ23cm×H2cm

画像

番号/数 C-66 / 1枚

名前 組子スクウェアプレート（脚付）

色 茶

サイズ 23cm×23cm

ボウル、小鉢、椀

画像

番号/数 D-01 / 1個 D-02 / 1個 D-03 / 2個 D-04 / 2個 D-05 / 3個

名前 ボウル（大） ボウル（小） ウッドボウル 高台デザート 高台珍味

色 黒 黒 ブラウン ブラウン

サイズ D19.6×H6.9 D14.5×H5.5 D10×H5cm 11.6cm×H6.1cm 8㎝×H4.5㎝

画像

番号/数 D-06 / 2個 D-07 / 2個 D-08 / 1個 D-09 / 1個 D-10 / 2個

名前 高台デザート 高台珍味 マルチボウル マルチボウル 小どんぶり変根来

色 ブルー ブルー レッドシルバー カーボン

サイズ 11.6cm×H6.1cm 8㎝×H4.5㎝ D9.8×H5.8 D9.8×H5.8 D11.5×H9

画像

番号/数 D-11 / 2個 D-12 / 2個 D-13 / 2個 D-14 / 2個 D-15 / 2個

名前 ふたもの　十草 12cmカップ蓋付き 高台鉢 高台鉢 ラウンドカップ

色 ゴールド シルバー ゴールド

サイズ  φ135mm×ｈ550ｍm
カップ：D12.2cm×H6.7cm

カバー：D9.5cm×H4.6cm
φ102×H60mm φ102×H60mm φ50(69)×H59mm
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画像

番号/数 D-16 / 2個 D-17 / 2個 D-18 / 2個 D-19 / 1個 D-20 / 1個

名前 ラウンドカップ ピリカレイズドボウル しのぎ小鉢 豆皿 豆皿

色 シルバー ゴールド グリーン

サイズ φ50(69)×H59mm Φ110 H70mm Φ13cm L50mm× H80mm L50mm× H80mm

画像

番号/数 D-21 / 1個 D-22 / 1個 D-23 / 1個

名前 豆皿 豆皿 ガラス小鉢

色 ブルー パープル クリア＆グリーン

サイズ L50mm× H80mm L50mm× H80mm φ10.5cm×H10cm

画像

番号/数 E-1 / 4個 E-2 / 2個 E-3 / 2個 E-4 / 2個 E-5 / 2個

名前 銀筋蓋付椀 吸物椀  吸物椀 霞根来 平富士型吸物椀 ガラス蓋付き椀

色 変根来 茜 シルバー 2個

サイズ φ10.5cm×H9cm 直径120mm×高さ90mm φ12cm×H9cm φ12cm×H8cm　 φ15.5cm×H10cm

アミューズ、ガラス器

画像

番号/数 F-01 / 4個 F-02 / 4個 F-03 / 4個 F-04 / 7個 F-05 / 5本

名前 プチカップ スプーントレー アミューズトレー リーフアミューズ アミューズスプーン

色 黒

サイズ L8.2×S6.5×H3.7cm L11.2×S4.5×H3.8cm 7.5cm×5cm×H2cm Ｌ10cm×4.5cm×H7.5cm L12cm×3cm×H4cm

画像

番号/数 F-06 / 2本 F-07 / 5個 F-08 / 4個 F-09 / 9個 F-10 / 4個

名前 アミューズスプーン カナリークープ ミニケーキドーム ミニカップ ミニステム

色 シルバー

サイズ L10.5cm×4.5cm×H2.5cm φ9×H9cm  130cc 7.2×7.2×8.4cm 口径60×高さ35, 最大径65mm, 50ml Φ75mm×H78mm  85cc

画像

番号/数 F-11 / 6個 F-12 / 4個 F-13 / 2個 F-14 / 4個 F-15  / 4個

名前 天開100 冷酒グラス エスプリ箸洗 イスランドショットグラス 蓋付カップ

色 プラチナボーダー

サイズ φ5.5cm×H10cm φ5.5cm×H6.5cm φ7.5cm×H9.5cm φ3.8cm×H10.5cm  60ml φ8.3cm×H8.2cm

画像

番号/数 F-16 / 6個 F-17 / 4個 F-18 / 4個 F-19 / 4枚 F-20 / 2枚

名前 円錐台ショープレート　 ミニボウル スクエアボウル 菊型　豆皿 菊型　豆皿

色 黒 黒 銀塗 パール

サイズ φ9×H7cm D7×4.3cm D7×3.3cm φ9.6×H1.8cm φ9.6×H2cm

画像

番号/数 F-21 / 4個 F-22 / 2個 F-23 / 2個 F-24 / 7個 F-25 / 2個

名前 駒筋珍味 色絵駒筋 珠型珍味 アミューズ水玉 珍味入れ

色 レモン レッド

サイズ φ5.2×H5.2cm φ5.2×H5.2cm φ5.2×H5.2cm φ5.2×H5.2cm φ5.2×H5.2cm

※破損
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画像

番号/数 F-26 / 2個 F-27 / 2個 F-28 / 2個 F-29 / 1個 F-30 / 3個

名前 二連豆皿 八角珍味 金付 バンブー ミルクピッチャー 手まり珍味

色

サイズ W113×D61×H28mm φ60×H37mm Φ９cm×H７cm φ5.2×H5.2cm

画像

番号/数 F-31 / 2個 F-32 / 1個 F-33 / 2個 F-34 / 2個 F-35 / 4個

名前 日本酒グラス　花 徳利　青竹 ぐいのみ　青竹　大 ハート型アミューズスプーン 冷茶碗

色

サイズ 6cm × 10.5cm 6.5cm × 5.8cm × 高さ13.5cm Φ6 cm×H７cm 5.5cm ×13cm Φ7.5 cm×H4cm

グラス/酒器

画像

番号/数 G-01 / 3個 G-02 / 4個 G-03 / 2個 G-04 / 2個 G-05 / 4個

名前 ロシェールリヨネグラス グラッパ ワイングラス ワイングラス カクテルグラス

色 紫 グリーン ブラック
サイズ φ86mm×H163mm　230cc H198mm×最大φ65mm φ8cm×H20.5cm φ7cm×H18.5cm D7.7×10.5cm

画像

番号/数 G-06 / 4個 G-07 / 2個 G-08 /  3個 G-09 / 3個 G-10 / 2個

名前 カクテルグラス オリンピックカクテルグラス ワインカップ ワインカップ霞根来 ワインカップ

色 レッド 白・ゴールド 変根来 茜 ピンク
サイズ D7.7×10.5cm φ116 x H172mm, 240ml 直径65mm×高さ115mm 直径65mm×高さ115mm 直径65mm×高さ115mm

画像

番号/数 G-11 / 2個 G-12 / 2個 G-13 / 4個 G-14 / 2個 G-15 / 2個

名前 ピルスナー ゴブレット ワイングラス グラス グラス（取っ手付）

色 黒
サイズ φ6cm×H17cm φ8.5cm×H15cm φ8cm×H19cm 8cm×H11cm φ8.5cm×H10.5cm

画像

番号/数 G-16 / 2脚 G-17 / 2脚 G-18 / 1個 G-19 / 2個 G-20 / 1個

名前 銅カップ　大 銅カップ　小 日本酒セット　サケカラフェ 日本酒セット　おちょこ ワイングラス

色 アンバー
サイズ W75×W75×127mm（330ml） W55×D55×H95mm（150ml） Φ86mm×H137mm（240cc） Φ48mm×H54mm（50cc） Φm85m×H13mm

画像

番号/数 G-21 / 1個 G-22 / 1個 G-23 / 2個 G-24 / 2個 G-25 / 8脚

名前 色付きガラスカップ 色付きガラスカップ タンブラー タンブラー マッカーサー　フルート

色 ミックス クリアブルー 黒×ゴールド ゴールド クリア
サイズ 最大φ9×H8cm　 最大φ9×H8cm　 φ84×H149mm（400cc） φ62×H108mm（175cc） W68mm/H233mm（170cc）

画像

番号/数 G-26 / 8脚 G-27 / 4脚 G-28 / 3脚 G-29 /8脚 G-30 / 4脚

名前 マッカーサー　ワイン レディーダイアヤモンド　フルート レディーダイヤモンド　ワイン フルートグラス 白ワイングラス

色 クリア クリア クリア クリア クリア
サイズ W84mm/H197mm（250cc） H231×最大φ75mm（150cc） H201×最大φ80mm（190cc） φ40×H220mm φ50×H200mm

5 /10 ページ



スクール受講生レンタルアイテム一覧  2023/4/11 更新

画像

番号/数 G-31 / 3脚 G-32 / 2個 G-33 / 2個 G-34 / 2個 G-35 / 1個

名前 赤ワイングラス タンブラー 切子杯 切子杯 千代口

色 クリア 赤 ルリ 市松
サイズ φ55×H215mm φ60×H120mm φ60×H70mm φ50×H45mm

画像

番号/数 G-36 / 1個 G-37 / 1個 G-38 / 2個 G-39 / 2個 G-40 / 1個

名前 千代口 千代口 菊割グラス 菊割グラス 片口

色 七宝 菊 溜/金ひも ワイン/銀ひも ブルー
サイズ φ50×H45mm φ50×H45mm φ55×H120mm φ55×H120mm 45×140×h55mm

画像

番号/数 G-41 / 1個 G-42 / 1個 G-43 / 1個 G-44 / 1個 G-45 / 6個

名前 酒カップ 酒カップ 酒カップ 酒カップ クープグラス

色 ゴールド グリーン ブルー パープル
サイズ φ70×H50mm φ70×H50mm φ70×H50mm φ70×H50mm φ80×H130mm

画像

番号/数 G-46 / 2脚 G-47 / 2脚 G-48 / 2脚 G-49 / 2個 G-50 / 2脚

名前 フルートワイン　市松 TOHKA Champagne ブリュット TOHKA 酒杯 醇 有田焼ぐいのみ　市松 割れないワイングラス

色 Black
サイズ 5.2cm×H20.8cm φ65×H210mm φ55×H125mm φ67×H70mm H200mm

カップ＆ソーサー

画像

番号/数 H-01 / 1セット H-02 / 1セット H-03 / 5個 H-04 / 6枚 H-05 / 3個

名前 カップ＆ソーサー カップ＆ソーサー カップ ソーサー ガラスマグ

色 ゴールド濃 ゴールド淡

サイズ
カップ：L10.7cm×S８cm×H5.5cm, 140cc

ソーサー：D15cm×H2cm

カップ: L10.7cm×S８cm×H5.5cm, 140cc

ソーサー：D15cm×H2cm
D8.2cm×H8.2cm, 130cc D13.7cm×H1.7cm φ7.3cm×H9cm

画像

番号/数 H-06 / 1個 H-07 / 2個 H-08 / 2個 H-09 / 4個 H-10 / 2個

名前 フリーカップ ジャパニーズカップ ジャパニーズカップ マグカップ チャイグラス&ソーサー

色 パールグリーン カーボン 飴色 H8cm　口径約5.3cm 

サイズ φ9cm×H10cm D8.2×H8.8, 200cc D8.2×H8.8, 200cc W12cm、φ8.7cm、H8cm、290cc ソーサー　H2.3cm　直径約9.8cm

画像

番号/数 H-11 / 4枚 H-12 / 1個 H-13 / 1個 H-14/ 1個 H-15/ 1個

名前 茶托 カプチーノマグ235 マグカップ LIND DNAコースター LIND DNAコースター

色 黒 シルバー ブラウン

サイズ 8×11cm　 φ82×H96mm（235cc） φ100×H65mm 135mm ×115mm 135mm ×115mm

画像

番号/数 H-16 / 1枚 H-17 / 1個

名前 組子コースター麻の葉模様 組子コースター麻胡麻模様　

色

サイズ 14.5cm × 14.5cm 14.5cm × 14.5cm
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お重

画像

番号/数 J-01 / 2個 J-02 / 2個 J-03 / 1個 J-04 / 2個 J-05 / 1セット

名前 ミニミニ三段重（S） ミニミニ三段重 （L) ミニ三段重 ミニ三段重 正角切溜三入子

色 変根来 白 変根来 白 ベージュ グリーン 赤

サイズ 縦70mm×横70mm×高さ102mm 縦92mm×横92mm×高さ117mm w.95×d.95×h.120mm w.95×d.95×h.120mm

(大)21cm×21cm×H6.3cm

(中)19cm×19cm×H6.3cm

(小)17.2cm×17.2cm×H6.3cm

画像

番号/数 J-06 / 1個 J-07/ 2台

名前 入子ＢＯＸ長角 スクエアボックス

色 ベージュ 黒

サイズ
(大)19.5cm×22cm×H5.5cm

(小)18cm×22cm×H5.5cm

蓋：W71×D71×H15mm

身：W67×D67×H35mm

スタンド、ポット

画像

番号/数 K-01 / 1個 K-02 / 2個 K-03 / 2個 K-04 / 2個 K-05 / 6枚

名前 折りたたみ式ティースタンド　 アミューズスタンド３段 アミューズスタンド４段 ミニスタンド（黒） アミューズスタンド３段用着せ替えプレート

色 シルバー シルバー 黒 白／シルバー　リバーシブル

サイズ 22cm×H41㎝ φ（皿）105×h.220mm φ（皿）90×h.285mm φ7.3×H19cm φ105mm

画像

番号/数 K-06 / 1個 K-07 / 1個 K-08 / 1個 K-09 / 1個 K-10 / 1個

名前 シルバーポット ティーポット 雫 Shizuku ティーポット 雫 Shizuku トリペッド 六花 ガラスティーポット

色 グリーン ピンク グリーン

サイズ φ11.5×H8.5cm φ12.5×H14.5cm, 0.65ℓ 15cm×H2.5cm L23×S14×H16cm

画像

番号/数 K-11 / 1個 K-12 / 2個 K-13 / 1個

名前 ティーポットウォーマー スタンド（黒）大 角ちろり銀ソフト

色 黒

サイズ (小)約φ13×H6cm φ157xH217mm（皿枠内径:105mm） 90×90×h170mm

高さだしアイテム・スタンド・ボックス

画像

番号/数 L-01 / 1個 L-02 / 1個 L-03 / 1セット L-04 / 1セット L-05 / 2個

名前 入子膳 縦長入子膳 二入子膳 二入子膳 ステンレスライザーB

色 黒 シルバー シルバー 赤

サイズ

(大)縦275mm×横275mm×高さ150mm

(中)縦235mm×横235mm×高さ135mm

(小)縦190mm×横190mm×高さ120mm

(大)縦200mm×横200mm×高さ300mm

(小)縦170mm×横170mm×高さ210mm

(大) 縦235mm×横235mm×高さ135mm

(小)縦190mm×横190mm×高さ120mm

(大) 縦235mm×横235mm×高さ135mm

(小)縦190mm×横190mm×高さ120mm
□12cm×H12cm　

画像

番号/数 L-06 / 1個 L-07 / 1個 L-08 / 1個 L-09 / 1個 L-10 / 1個

名前 ステンレスライザーC ステンレスライザーE 台形ブロック(S) 台形ブロック(M) 台形ブロック(L)

色 シルバー シルバー シルバー

サイズ □18cm×H18cm　 □12cm×H24cm 縦84mm×横84mm×高さ78mm 縦120mm×横120mm×高さ110mm 縦156mm×横156mm×高さ145mm

※破損
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画像

番号/数 L-11 / 1個 L-12 / 1個 L-13 / 1個 L-14 / 1個 L-15 / 1個

名前 台形ブロック(S) 台形ブロック(M) MATEUSケーキスタンド MATEUSケーキスタンド MATEUSケーキスタンド

色 ピュアホワイト ピュアホワイト パープル ピンク プラム

サイズ 縦84mm×横84mm×高さ78mm 縦120mm×横120mm×高さ110mm
φ31.5cm×H10cm

（中央の平らな部分 φ19cm）

φ31.5cm×H10cm

（中央の平らな部分 φ19cm）

φ31.5cm×H10cm

（中央の平らな部分 φ19cm）

画像

番号/数 L-16 / 0個 L-17 / 2個 L-18 / 1個 L-19 / 1個 L-20 / 1個

名前 IVV ケーキスタンド アクリルボックス（正角） アクリルボックス（長角） ウッドボックス（大） ウッドボックス（小）

色 クリア クリア クリア ホワイト ホワイト

サイズ Φ330×H95

画像

番号/数 L-21 / 1個 L-22 / 2個 L-23 / 2個 L-24 / 1個 L-25 / 1個

名前 ケーキスタンド（スクエア） トライアングルスタンド（ハイ） トライアングルスタンド（ロー） トライアングルスタンドmini（ハイ） トライアングルスタンドmini（ロー）

色 ホワイト ブラック ブラック ブラック ブラック

サイズ 260×230×H200mm 260×230×H105mm 160×106×H125mm 160×115×H70mm

画像

番号/数 L-26/ 2台

名前 ステンレスライザーA

色 シルバー

サイズ W120 D120 H80mm

キャンドルホルダー/スタンド

画像

番号/数 N-01 / 1個 N-02 / 1個 N-03 / 1個 N-04 / 2個 N-05 / 1個

名前 漆キャンドルスタンド(S) 漆キャンドルスタンド(M) 漆キャンドルスタンド(L) 漆キャンドルスタンド(S) 漆キャンドルスタンド(M)

色 シルバー シルバー シルバー 黒 黒

サイズ □6×H12cm □6×H19cm □6×H26cm □6×H12cm □6×H19cm

画像

番号/数 N-06 / 1個 N-07 / 2個 N-08 / S,M,L 各2個 N-09 / S,M,L 各2個 N-10 / 大小各1個

名前 漆キャンドルスタンド(L) キャンドルスタンド（ストレート）Ｓ キャンドルスタンド（ストレート）Ｍ キャンドルスタンド（ストレート）Ｌ ヒョウ柄キャンドルスタンド

色 黒 シルバー シルバー シルバー -

サイズ □6×H26cm S: H16cm M: H22cm L: H34cm
φ6cm（共通）　以下、高さ

M：19.5cm、S：14.5cm

画像

番号/数 N-11 / 2台 N-12 / 2個 N-13 / 2個 N-14 / 2個 N-15 / 5個

名前 キャンドルスタンド３本立 クリスタルキューブ(S) クリスタルキューブ(M) クリスタルキューブ(L) 卵型LEDライト

色 シルバー クリア クリア クリア

サイズ 22×H25.5cm □5×H8cm □5×H10cm □5×H11.5cm φ8cm×H9cm　※リモコン付き

画像

番号/数 N-16 / 8個 N-17 / 2個 N-18 / L 1個　M2個 N-19 /  2個 N-20 /  2個

名前 キューブリック 2ラインキャンドルスタンド シルバーキャンドルホルダー 鳥キャンドル キャンドルホルダー

色 クリア シルバー シルバー ライムグリーン

サイズ □6×H6cm W200×H280mm
φ6cm（共通）　以下、高さ

L：19.5cm　　M：14.5cm
W60×H100mm

※貸出は銀座のみ ※貸出は銀座のみ ※貸出は銀座のみ

※行方不明
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箸、カトラリー

画像

番号/数 P-01 / 6膳 P-02 / 2膳 P-03 / 2膳 P-04 / 2膳 P-05 / 2膳

名前 箸 箸 箸 箸 箸

色 シルバー BKドット クリア/ブルー クリア/シルバー ゴールド

サイズ 長さ225mm 長さ:24cm 長さ225mm

画像

番号/数 P-06 / 3膳 P-07 / 4膳 P-08 / 1膳 P-09 / 1膳 P-10 / 1膳

名前 箸 箸 梅結び飾り付き箸 梅結び飾り付き箸 梅結び飾り付き箸

色 ゴールド/シルバー シルバー/ブラック　市松 ピンクベージュ ライトグレー アッシュパープル

サイズ 23cm 22.5cm 22.5cm 22.5cm

画像

番号/数 P-11/ 1膳 P-12/ 1膳 P-13/ 1膳

名前 梅結び飾り付き箸 ステンレス箸 ステンレス箸

色 パールホワイト マットブロンズ ブラック

サイズ 22.5cm 22.8cm 23cm

画像

番号/数 Q-01 / 4本 Q-02 / 5本 Q-03 / 6本 Q-04 / 6本 Q-05 / 3本

名前 NAPOLEON ディナーナイフ NAPOLEON ディナーフォーク  NAPOLEON ディナーフォーク  NAPOLEON ディナーナイフ クチポールGOAディナーフォーク

色 クリア クリア べっ甲 べっ甲 （黒／シルバー）

サイズ 22.5cm 21.5cm 21.5cm 22.5cm 22cm

画像

番号/数 Q-06 / 3本 Q-07 / 2本 Q-08 / 2本 Q-09 / 2本 Q-10 / 4本

名前 クチポールGOAディナースプーン クチポール　ディナーフォーク クチポール　ディナーナイフ クチポール　ディナースプーン KILIMディナースプーン

色 （黒／シルバー） ホワイトシルバー ホワイトシルバー ホワイトシルバー ゴールド

サイズ 21cm 22cm 22.5cm 21cm

画像

番号/数 Q-11 / 4本 Q-12 / 2本 Q-13 / 2本 Q-14 / 2本 Q-15 / 2本

名前 KILIMディナーフォーク ディナースプーン ディナーフォーク ロングアイスティスプーン ディナースプーン

色 ゴールド ピンクゴールド ピンクゴールド ピンクゴールド ブラック

サイズ 18.5cm 18.7cm 22.6cm

画像

番号/数 Q-16 / 2本  Q-17 / 2本 Q-18 / 3本  Q-19 / 3本  Q-20 / 6セット

名前 ディナーフォーク ディナーナイフ ウッドナイフ ウッドフォーク ノーマルカトラリーセット

色 ブラック ブラック シルバー

サイズ 22cm 19cm

画像

番号/数 R-01 / 6本 R-02 / 4本 R-03 / 5本 R-04 / 2本 R-05/ 各4本

名前 ピックフォーク ミニスプーン コーヒースプーン ゴールドロングスプーン ミニフォーク

色 ゴールド ゴールド シルバー ゴールド ゴールド

サイズ 9cm 11.5㎝ 13cm 15cm 12.5㎝

画像

番号/数 R-06/ 4本 R-07/ 4本 R-08/ 2本 R-09/ 2本

名前 ミニスプーン フォーク スプーン ナイフ

色 ゴールド マットカッパー マットカッパー マットカッパー

サイズ 12.5㎝
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カトラリーレスト、箸置き、ナプキンリング、その他

画像

番号/数 S-01 / 4個 S-02 / 4個 S-03 / 4個 S-04 / 4個 S-05 / 4個

名前 カトラリーレスト カトラリーレスト 3連レスト カトラリーレスト 箸置き

色 白×シルバー＆ゴールド 黒 白 シルバー 黒

サイズ L9×D1.8×H1.5cm L9×D1.5×H1cm L13×D1.3×H1.5cm 縦15mm×横85mm×高さ12mm 1×5.5×H2cm

画像

番号/数 S-06 / 2個 S-07 / 1個 S-08 / 2個 S-09 / 2個 S-10 / 2個

名前 箸置き リングレスト リングレスト ナプキンリング正角 ナプキンリング

色 青　市松 飴色 白 グリーン ピンク

サイズ □3.5cm φ4.5cm（外径） φ4.5cm（外径） 縦50mm×横15mm×高さ50mm 縦50mm×横15mm×高さ50mm

画像

番号/数 S-11 / 4個 S-12 / 4個 S-13 / 4個 S-14 / 4個 S-15 / 4個

名前 ナプキンリング長角 ナプキンリング長角 ナプキンリング木製 ナプキンリング ナプキンリング

色 シルバー ゴールド シルバー ゴールド

サイズ 縦55mm×横12mm×高さ35mm 縦55mm×横12mm×高さ35mm φ5.5cm×H2.2cm □4.5cm

画像

番号/数 S-16 / 4個 S-17 / 4個 S-18 / 4個 S-19 / 2個 S-20 / 2個

名前 ナプキンリング ナプキンリング ナプキンリング カトラリーレスト（葉） カトラリーレスト（葉）

色 クリア ボルドー パール ゴールド シルバー

サイズ ※内1個、行方不明 ※現在2個とも行方不明

画像

番号/数 S-21 / 2個 S-22 / 2個 S-23 / 4個

名前 晶渕金 七宝箸置 銀彩 桔梗型豆皿 ラタンナプキンリング

色

サイズ W5.5cm D5.5cm W5.5cm H5.5cm

画像

番号/数 T-01 / 1セット T-02 / 5個 T-03 / 2枚 T-04 / 2枚 T-05 / 1個

名前 ソルトアンドペッパー クリスタルバード 四角塗り板 四角塗り板 おしぼりトレー

色 ゴールド ゴールド

サイズ
台　4×7×H2.5cm

ソルト&ペッパー φ2.5×H7cm
12×H6.5cm （L)縦102mm×横102mm×高さ15mm （S)縦69mm×横69mm×高さ15mm 7.5×24×H4cm　

画像

番号/数 T-06 / 1個 T-07 / 1個 T-08 / 1個 T-09/各1個 T-10/各1個

名前 メタルかご ワインクーラー ワインクーラー Book(大) Book(小)

色 黒 クリア（アクリル） 白・黒 大理石柄・モロッカン柄

サイズ 270×203×H200mm 210×225×H210mm 215×145×H50ｍｍ 170×110×50ｍｍ

画像

番号/数 T-11 / 4個 T-12 / 2個 T-13 / 4個 T-14 / 2個 T-15 / 1個

名前 コースター ディップ台 升
スタッカブルアミューズボール

兼ソーサー
ワイヤーフレームスタンド

色 シルバー 黒

サイズ φ10cm W20 ×D10 ×H30cm
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