
品番 品名 サイズ 上代 品番 品名 サイズ 上代
№１ｓ 釣り人 立　小 2600 №１ＫＳ 釣り人 立　小 2000
№１Ｌ 釣り人 立　大 2700 №１ＫＬ 釣り人 立　大 2130
№２ｓ 釣り人 座　小 2600 №２ＫＳ 釣り人 座　小 1930
№２Ｌ 釣り人 座　大 2700 №２ＫＬ 釣り人 座　大 2050
№３ｓ 農夫かご 小 2700 №３ＫＳ 農夫かご 小 1950
№３Ｌ 農夫かご 大 2900 №３ＫＬ 農夫かご 大 2180
№４ｓ 農夫クワ 小 2680 №４ＫＳ 農夫クワ 小 2000
№４Ｌ 農夫クワ 大 2900 №４ＫＬ 農夫クワ 大 2250
№５ｓ 農夫芝刈り 小 2600 №５ＫＳ 農夫芝刈り 小 1950
№５Ｌ 農夫芝刈り 大 2830 №５ＫＬ 農夫芝刈り 大 2180
№６ｓ 五重の塔 小 2050 №６ＫＳ 五重の塔 小 1800
№６Ｌ 五重の塔 大 2330 №６ＫＬ 五重の塔 大 2050
№７ｓ かに 小 1480 №７ＫＳ かに 小 1380
№７Ｌ かに 大 1600 №７ＫＬ かに 大 1500
№８ｓ 亀 小 1280 №８ＫＳ 亀 小 1080
№８Ｌ 亀 大 1350 №８ＫＬ 亀 大 1150
№９ｓ みどり亀 小 1280 №１０ＫＳ 鶴一対 小 3150
№９Ｌ みどり亀 大 1350 №１０ＫＬ 鶴一対 大 3400
№１０ｓ 鶴一対 小 3400 №１１ＫＳ イカダ 小 2700
№１０Ｌ 鶴一対 大 3950 №１１ＫＬ イカダ 大 2830
№１１ｓ イカダ 小 3000 №１２ＫＳ ランカン 小 2750
№１１Ｌ イカダ 大 3150 №１２ＫＬ ランカン 大 2800
№１２ｓ ランカン 小 2950 №１３ＫＳ 一枚帆掛船 小 2700
№１２Ｌ ランカン 大 3100 №１３ＫＬ 一枚帆掛船 大 2800
№１３ｓ 一枚帆掛船 小 3000 №１４ＫＳ 二枚帆掛船 小 3300
№１３Ｌ 一枚帆掛船 大 3680 №１４ＫＬ 二枚帆掛船 大 3380
№１４ｓ 二枚帆掛船 小 3600 №１５ＫＳ 灯台 小 2050
№１４Ｌ 二枚帆掛船 大 3680 №１５ＫＬ 灯台 大 2180
№１５ｓ 灯台 小 2280 №１６Ｋ 燈籠 1050
№１５Ｌ 灯台 大 2400 №１７Ｋ 鳥居 1580
№１６ 燈籠 1180 №１８Ｋ 宮島鳥居 1700
№１７ 鳥居 1800 №１９Ｋ ミノ亀 1080
№１８ 宮島鳥居 1980 №２０Ｋ カエル 1080
№１９ ミノ亀 1280 №２１Ｋ 特製鶴一対 4950
№２０ カエル 1280 №２２Ｋ タイコ橋 2900
№２１ 特製鶴一対 6000 №２３Ｋ 谷川橋 3600
№２２ タイコ橋 2380 №２４Ｋ お宮 2350
№２３ 谷川橋 3980 №２６Ｋ 白サギ一対 3150
№２４ お宮 2970 №２７Ｋ 渡し船 2700
№２６ 白サギ一対 3400 №２８Ｋ ３人釣り船 3200
№２７ 渡し船 3050 №２９Ｋ とま船 1580
№２８ ３人釣り船 3470 №３０Ｋ 馬引き 2580
№２９ とま船 1750 №３２Ｋ 魚船 1680
№３０ 馬引き 2970 №３３Ｋ ササ船 1250
№３２ 魚船 1850 №３４Ｋ 馬乗り 2480
№３３ ササ船 1400 №３５Ｋ 二重の塔 1650
№３４ 馬乗り 2870 №３６Ｋ にわとりひよこ付き 3980
№３５ 二重の塔 1880 №５５Ｋ 吊り橋 4350
№３６ にわとりひよこ付き 4400 №５０Ｋ 鯉３点セット 1400
№５５ 吊り橋 4900 №５１Ｋ 鯉４点セット 1680
№５０ 鯉３点セット 1800 №５２Ｋ 鯉５点セット 2180
№５１ 鯉４点セット 1900 №３７ＫＬ 鯉 大 480
№５２ 鯉５点セット 3050 №３７ＫＭ 鯉 中 450
№３７Ｌ 鯉 大 650 №３７ＫＳ 鯉 小 380
№３７Ｍ 鯉 中 600
№３７Ｓ 鯉 小 570

【合金色付手塗】 【合金黒塗手塗】

盆景価格表
※価格表は一般小売価格です、卸又は数量によってはご相談ください。


