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檜・ワッパセイロセットB（W-9B）
17-041-16 （76006） 3,730円
身外寸約φ9.3×H5.3cm

（20218） 蓋 600円
約φ10×H1.8cm

（20217） 身（竹ス付） 2,600円
内寸約φ8.6×H3.5cm

（20219） 台 530円
約11×11×H1.8cm

（79009） 竹ス 130円
約φ8.3cm

ひのき京風セイロセット
17-041-15 （20321） 5,960円
身外寸約φ12.7×H6cm

（20331） 蓋 930円
約φ13.5×H2cm

（20330） 身（竹ス付） 4,100円
内寸約φ11.3×H4.7cm

（20332） 台 930円
約13.3×13.3×H2cm

（79010） 竹ス 140円
約φ11.2cm

杉・ワッパセイロセットA（W-4A）
17-041-12 （76007） 2,380円
身外寸約φ12×H5cm

（20212） 蓋 720円
約φ13.2×H2.3cm

（05354） 身（竹ス付） 980円
内寸約φ11.4×H3.5cm

（20213） 台 680円
約13.4×13.4×H2.3cm

（79010） 竹ス 140円
約φ11.2cm

杉・ワッパセイロセットB（WS-9B）
17-041-08 （76009） 2,500円
身外寸約φ9.2×H5.3cm

（20218） 蓋 600円
約φ10×H1.8cm

（05362） 身（竹ス付） 1,370円
内寸約φ8.6×H3.5cm

（20219） 台 530円
約11×11×H1.8cm

（79009） 竹ス 130円
約φ8.3cm

対応する水入
 17-056-09 （21285） 丸水入（L）

 17-056-10 （21104） 丸水入（M）

 17-056-11 （21296） 丸水入（S）

陶器・赤絵セイロセット
17-041-04 （26614） 4,050円
身外寸約φ10×H5.2cm

（26646） 蓋 950円
約φ10.1×H1.8cm

（26647） 身（竹ス別売） 2,260円
内寸約φ8.9×H4.3cm

（26648） 台（杉・ウレタン塗装付） 840円
約11.5×11.5×1.7cm

（26649） 竹ス 130円
約φ8.3cm

陶器・みやこセイロセット
17-041-09 （26440） 4,560円
身外寸約φ9.8×H4.7cm

（20341） 蓋（杉・ウレタン塗装付） 1,030円
約φ10.1×H1.8cm

（20340） 身（竹ス付） 1,980円
内寸約φ8.8×H4cm

（20342） 台（杉・ウレタン塗装付） 1,550円
約11.5×11.5×H1.7cm

（79009） 竹ス 130円
約φ8.3cm

ミニセイロ用竹ス
17-041-01 （79011）   140円　約φ14cm
17-041-02 （79010）   140円　約φ11.2cm
17-041-03 （79009）   130円　約φ8.3cm

※ワッパセイロセットの身外寸は「外径（ハカマ部除く）×全高」です。
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ミニセイロセットは、別売のコンロ・水入れと
組み合わせることができます。

水入D
水入E

水入F

≫ P56参照

杉・ワッパセイロセットB（WS-15B） 
17-041-06 （76011） 3,480円
身外寸約φ14.8×H7.2cm

（20202） 蓋 850円
約φ16×H2.4cm

（05380） 身（竹ス付） 1,830円
内寸約φ14.1×H4.3cm

（20103） 台 800円
約16×16×H2.3cm

（79011） 竹ス 140円
約φ14cm

水入D

檜・ワッパセイロセットB（W-12B） 
17-041-14 （76004） 4,450円
身外寸約φ12×H6.8cm

（20212） 蓋 720円
約φ13.2×H2.3cm

（20211） 身（竹ス付） 3,050円
内寸約φ11.5×H4.5cm

（20213） 台 680円
約13.4×13.4×H2.3cm

（79010） 竹ス 140円
約φ11.2cm

水入F

檜・ワッパセイロセットA（W-15A） 
17-041-10 （76002） 4,330円
身外寸約φ15×H6cm

（20202） 蓋 850円
φ16×H2.4cm

（20203） 身（竹ス付） 2,680円
内寸約φ14.5×H4.5cm

（20103） 台 800円
約16×16×H2.3cm

（79011） 竹ス 140円
約φ14cm

水入E

陶器・みやこセイロセット（大） 
17-041-05 （20375） 4,080円
身外寸約φ13.5×H6cm

（26002） 蓋 720円
約φ14×H2.5cm

（26001） 身（竹ス付） 2,640円
内寸約φ12×H5cm

（26003） 台 720円
約15×15×H2.5cm

（79010） 竹ス 140円
約φ11.2cm

水入F 杉・ワッパセイロセットB（WS-12B） 
17-041-07 （76010） 3,030円
身外寸約φ12×H6.4cm

（20212） 蓋 720円
約φ13.2×H2.3cm

（05366） 身（竹ス付） 1,630円
内寸約φ11.5×H4.3cm

（20213） 台 680円
約13.4×13.4×H2.3cm

（79010） 竹ス 140円
約φ11.2cm

水入F

檜・ワッパセイロセットB（W-15B） 
17-041-13 （76001） 5,000円
身外寸約φ15×H7.3cm

（20202） 蓋 850円
約φ16×H2.4cm

（20201） 身（竹ス付） 3,350円
内寸約φ14×H4.3cm

（20103） 台 800円
約16×16×H2.3cm

（79011） 竹ス  140円
約φ14cm

水入D

檜・ワッパセイロセットA（W-12A） 
17-041-11 （76005） 4,100円
身外寸約φ12×H6cm

（20212） 蓋 720円
約φ13.2×H2.3cm

（20214） 身（竹ス付） 2,630円
内寸約φ11.5×H4.5cm

（20216） 台（穴付） 750円
約φ13.3×H0.8cm

（79010） 竹ス 140円
約φ11.2cm

水入F

ミニセイロセット（丸型）


