
かご カタログ

株式会社 東果



シール

オリジナル商品をメーカーに発注

海外より直輸入

３つの配送拠点により迅速な対応

自社オンデマンドDTP

お客様の｢欲しい」をカタチに

私たち東果にお任せ下さい
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太柳陳列
籐の風合いを持った柳陳列籠

■　太柳陳列平角 こげ茶

●ＹＨＴ 1Ｂ　Ｓ　 陳列平角　垂直　

　内寸 280×380×80 / 外寸 315×410×95

●ＹＨＴ 1Ｂ　Ｍ　 陳列平角　垂直　

　内寸 340×475×85 / 外寸 380×510×110

●ＹＨＴ 1Ｂ　Ｌ　 陳列平角　垂直　

　内寸 410×560×100 / 外寸 445×590×120

■　太柳陳列平角　茶

●ＹＨＴ 1Ｔ　Ｓ　 陳列平角　垂直　

　内寸 280×380×80 / 外寸 315×410×95

●ＹＨＴ 1Ｔ　Ｍ　 陳列平角　垂直　

　内寸 340×475×85 / 外寸 380×510×110

●ＹＨＴ 1Ｔ　Ｌ　 陳列平角　垂直　

　内寸 410×560×100 / 外寸 445×590×120

■　太柳陳列平角　茶

●ＹＨＴ　2Ｔ　Ｓ　 陳列平角　斜め　

　内寸 280×380×80 / 外寸 315×410×95

●ＹＨＴ　2ＴB　Ｍ　 陳列平角　斜め　

　内寸 340×475×85 / 外寸 380×510×110

●ＹＨＴ　2Ｔ　Ｌ　 陳列平角　斜め　

　内寸 410×560×100 / 外寸 445×590×120

■　太柳陳列平角 こげ茶

●ＹＨＴ　2Ｂ　Ｓ　 陳列平角　斜め　

　内寸 280×380×80 / 外寸 315×410×95

●ＹＨＴ　2Ｂ　Ｍ　 陳列平角　斜め　

　内寸 340×475×85 / 外寸 380×510×110

●ＹＨＴ　2Ｂ　Ｌ　 陳列平角　斜め

　内寸 410×560×100 / 外寸 445×590×120

■　太柳傾斜陳列平角 茶
●ＹＨＴ 7Ｔ　Ｓ　傾斜陳列平角

　内寸 255×360×60-125 / 外寸 285×400×70-140

●ＹＨＴ 7Ｔ　Ｍ　傾斜陳列平角　　

　内寸 355×455×80-175 / 外寸 370×495×100-200

●ＹＨＴ 7Ｔ　Ｌ　 傾斜陳列平角　

　内寸 455×550×85-180 / 外寸 490×595×105-200

■　太柳陳列平角 箕　茶

●ＹＨＴ　9Ｔ　Ｓ　 陳列平角　箕　

　内寸 265×360×95 / 外寸 295×385×105

●ＹＨＴ　9Ｔ　Ｍ　 陳列平角　箕　

　内寸 340×460×95 / 外寸 375×490×105

廃番

■　太柳傾斜陳列平角 こげ茶

●ＹＨＴ 7Ｂ　Ｓ　傾斜陳列平角

　内寸 255×360×60-125 / 外寸 285×400×70-140

●ＹＨＴ 7Ｂ　Ｍ　傾斜陳列平角　　

　内寸 355×455×80-175 / 外寸 370×495×100-200

●ＹＨＴ 7Ｂ　Ｌ　 傾斜陳列平角　

　内寸 455×550×85-180 / 外寸 490×595×105-200



太柳陳列■　太柳陳列小判 こげ茶

●ＹＫＴ 6Ｂ　Ｓ　陳列小判

　内寸 295×380×80 / 外寸 325×410×90

●ＹＫＴ 6Ｂ　Ｍ　陳列小判　　

　内寸 350×475×90 / 外寸 390×510×105

●ＹＫＴ 6Ｂ　Ｌ　 陳列小判

　内寸 440×550×105 / 外寸 475×585×115

■　太柳陳列小判 茶

●ＹＫＴ 6Ｔ　Ｓ　陳列小判

　内寸 295×380×80 / 外寸 325×410×90

●ＹＫＴ 6Ｔ　Ｍ　陳列小判　　

　内寸 350×475×90 / 外寸 390×510×105

●ＹＫＴ 6Ｔ　Ｌ　 陳列小判

　内寸 440×550×105 / 外寸 475×585×115

■　太柳陳列小判 生成り

●ＹＫＴ 6Ｗ　Ｓ　陳列小判

　内寸 295×380×80 / 外寸 325×410×90

●ＹＫＴ 6Ｗ　Ｍ　陳列小判　　

　内寸 350×475×90 / 外寸 390×510×105

●ＹＫＴ 6Ｗ　Ｌ　 陳列小判

　内寸 440×550×105 / 外寸 475×585×115

■　太柳陳列小判 傾斜　こげ茶

●ＹＫＴ 8Ｂ　Ｓ　陳列小判

　内寸 250×360×65-130 / 外寸 290×405×75-140

●ＹＫＴ 8Ｂ　Ｍ　陳列小判　　

　内寸 350×460×65-145 / 外寸 375×500×75-155

●ＹＫＴ 8Ｂ　Ｌ　 陳列小判

　内寸 400×555×75-185 / 外寸 440×590×100-200

■　太柳陳列小判 傾斜　茶

●ＹＫＴ 8Ｔ　Ｓ　陳列小判

　内寸 250×360×65-130 / 外寸 290×405×75-140

●ＹＫＴ 8Ｔ　Ｍ　陳列小判　　

　内寸 350×460×65-145 / 外寸 375×500×75-155

●ＹＫＴ 8Ｔ　Ｌ　 陳列小判

　内寸 400×555×75-185 / 外寸 440×590×100-200

■　太柳陳列　皿 茶

●ＹＭＴ 5Ｂ　Ｓ　陳列　皿

　内寸 π410×80 / 外寸 π445×110

●ＹＭＴ 5Ｂ　Ｍ　陳列　皿　　

　内寸 π590×110 / 外寸 π610×130

●ＹＭＴ 5Ｂ　Ｌ　 陳列　皿　

　内寸 π675×140 / 外寸 π700×155

■　太柳陳列バケツ　茶

●ＹＭＴ 3Ｂ　Ｓ　陳列　皿

　内寸 π305×340 / 外寸 π395×350

●ＹＭＴ 3Ｂ　Ｍ　陳列　皿　　

　内寸 π345×420 / 外寸 3π395×450

●ＹＭＴ 3Ｂ　Ｌ　 陳列　皿　

　内寸 π415×500 / 外寸 π455×510

■　太柳陳列　皿 こげ茶

●ＹＭＴ 5Ｔ　Ｓ　陳列　皿

　内寸 π410×80 / 外寸 π445×110

●ＹＭＴ 5Ｔ　Ｍ　陳列　皿　　

　内寸 π590×110 / 外寸 π610×130

●ＹＭＴ 5Ｔ　Ｌ　 陳列　皿　

　内寸 π675×140 / 外寸 π700×155

■　太柳陳列バケツ　こげ茶
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●ＹＭＴ 3Ｔ　Ｓ　陳列　皿

　内寸 π305×340 / 外寸 π395×350

●ＹＭＴ 3Ｔ　Ｍ　陳列　皿　　

　内寸 π345×420 / 外寸 3π395×450

●ＹＭＴ 3Ｔ　Ｌ　 陳列　皿　

　内寸 π415×500 / 外寸 π455×510
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柳平角
■　柳平角 生成

●ＹＨ5451 柳平角　特々大　

　内寸 370×475×90 / 外寸 410×515×100

●ＹＨ5452 柳平角　特大　

　内寸 320×410×70 / 外寸 355×435×75

●ＹＨ5453 柳平角　大　

　内寸 265×375×75 / 外寸 300×405×80

●ＹＨ5454 柳平角　中　

　内寸 225×320×55 / 外寸 255×345×65

●ＹＨ5455 柳平角　小　

　内寸 180×175×35 / 外寸 200×300×50

■　柳平角 茶

●ＹＨ244 柳平角　茶　Ｍ　

　内寸 275×375×60 / 外寸 300×400×65

●ＹＨ244 柳平角　茶　Ｌ

　内寸 305×420×70  / 外寸 330×450×85

●ＹＨ244 柳平角　茶　ＬＬ　

　内寸 355×465×90 / 外寸 400×495×100

■　柳平角 縦編み 生成

●ＹＨ196ＤＸ 柳平角　縦編み　大　
　内寸 245×390×90　/ 外寸 310×450×110

●ＹＨ195ＤＸ 柳平角　縦編み　特大　
　内寸 340×435×90 / 外寸 405×495×115

■　柳平角スカシ　生成

●ＹＨ237　No,1　柳平角スカシ　

　　内寸 330×420×75 / 外寸 335×430×80

●ＹＨ237　No,2　柳平角スカシ　

　　内寸 310×390×70 / 外寸 315×400×80

●ＹＨ237　No,3　柳平角スカシ　

　　内寸 290×365×70 / 外寸 295×380×80

●ＹＨ237　No,4　柳平角スカシ　

　　内寸 250×320×60 / 外寸 255×330×65　　

●ＹＨ237　No,5　柳平角スカシ　

　　内寸 220×305×55 / 外寸 230×310×60

●ＹＨ237　No,6　柳平角スカシ　

　　内寸 190×265×40 / 外寸 200×275×45

●ＹＨ237　No,7　柳平角スカシ　

　　内寸 175×245×40 / 外寸 190×250×45

●ＹＨ237　No,8　柳平角スカシ　

　　内寸 155×220×35 / 外寸 165×225×40

■　柳ミニ平角 生成り

●ＹＨＭ191 柳ミニ平角23 生成り

　内寸 140×117×40 / 外寸 156×230×45

●ＹＨＭ192 柳ミニ平角20 生成り

　内寸 130×185×40 / 外寸 145×200×47

●ＹＨＭ193 柳ミニ平角16 生成り

　内寸 115×145×45  / 外寸 125×160×57

■　木枠平角 生成り

●ＹＨ6451 木枠平角 大 生成り

　内寸 350×320×60 / 外寸 450×350×90

●ＹＨ6452 木枠平角 中 生成り

　内寸 300×270×50 / 外寸 400×300×80

●ＹＨ6453 木枠平角 小 生成り

　内寸 250×220×30 / 外寸 350×200×70

廃番

廃番
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■　柳ミニ丸　生成り

●ＹＭＭ186　ミニ丸　15　

　内寸 π145×50 / 外寸 π155×58

●ＹＭＭ187　ミニ丸　20

　内寸 π190×45 / 外寸 π205×48

●ＹＭＭ188　ミニ丸　23　

　内寸 π220×45 / 外寸 π230×50■　柳ミニ小判　生成り

●ＹＫＭ189　ミニ小判　15

　内寸 110×130×50 / 外寸 120×145×57

■　柳小判　粗編み

●ＹＫＭ190 ＳＳ生成

　内寸 210×265×50 / 外寸 225×280×65

●ＹＫＭ190 Ｓ  生成

　内寸 275×345×45 / 外寸 295×360×55

●ＹＫＭ190 Ｍ　生成

　内寸 300×385×55 / 外寸 310×390×60

■　柳丸　粗編み

●ＹＭＭ194 Ｓ

　内寸 π200×50 / 外寸 π255×55

●ＹＭＭ194 Ｍ

　内寸 π250×50 / 外寸 π265×57

●ＹＭＭ194 Ｌ

　内寸 π305×45 / 外寸 π310×57

■　柳丸スカシ　生成

●ＹＭ82　丸スカシ　特小

　内寸 π235×50 / 外寸 π255×55

●ＹＭ81　丸スカシ　小

　内寸 π280×60 / 外寸 π300×65

●ＹＭ80　丸スカシ　大

　内寸 π340×75 / 外寸 π355×80

■　柳茶丸

●ＹＭ89　茶丸　小　

内寸 π255×45 / 外寸 π275×50

●ＹＭ88　茶丸　中　

内寸 π260×50 / 外寸 π300×65

■　柳　半割小判　生成

●ＹＫ243　半割小判　ＳＳ

　内寸 170×240×70 / 外寸 210×280×75 

●ＹＫ243　半割小判　Ｓ

　内寸 225×305×60 / 外寸 250×330×65

■　柳　木枠小判　生成

●ＹＫ6455　木枠小判　小

　内寸 220×280×40 / 外寸 250×300×60

●ＹＫ6247　木枠小判　中

　内寸 250×310×40 / 外寸 280×340×70

●ＹＫ6246　木枠小判　大

　内寸 270×340×40 / 外寸 300×370×70

●ＹＫ6454　木枠小判　特大

　内寸 310×390×40 / 外寸 340×420×70

■　柳　小判　生成

●ＹＫ23　小判　小

　内寸 235×310×50 / 外寸 260×340×60

●ＹＫ22　小判　中

　内寸 270×355×75 / 外寸 305×390×80

●ＹＫ21　小判　大

　内寸 285×395×75 / 外寸 315×435×90

■　柳　縦編み小判　生成

●ＹＫ198ＤＸ　縦編み小判　大

　内寸 270×370×90 / 外寸 330×420×100

●ＹＫ198ＤＸ　縦編み小判　特大

　内寸 280×405×80 / 外寸 345×460×100

■　柳　小判耳付　生成

●ＹＫ30Ｔ　小判耳付　特小

　内寸 210×260×60 / 外寸 235×285×70（105）

●ＹＫ23Ｔ　小判耳付　小

　内寸 235×310×50 / 外寸 260×340×60（100）

●ＹＫ22Ｔ　小判耳付　中

　内寸 270×355×75 / 外寸 305×390×80（125）

●ＹＫ21Ｔ　小判耳付　大

　内寸 285×395×75 / 外寸 315×435×90（140）

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番

廃番



8

■　平成孔雀

●ＹＲ4373　平成孔雀　小

　内寸 230×290×60・130 / 外寸 270×320×70・140(330)

●ＹＲ4372　平成孔雀　中

　内寸 290×350×80・190 / 外寸 320×380×90・180(380) 

●ＹＲ4371　平成孔雀　大

　内寸 330×420×120・220/ 外寸 360×450×130・230(430)

■　孔雀かご

●ＹＲ4173　孔雀かご　ニス塗り　大

　内寸 360×310×100・180 / 外寸 410×340×130・220(410)

●ＹＲ4172　孔雀かご　ニス塗り　特大

　内寸 400×380×135・230 / 外寸 470×420×150・250(500) 

●ＹＲ4171　孔雀かご　ニス塗り　特大　高台

　内寸 400×330×140・210/ 外寸 470×360×240・310(600)

弦
付
篭

■　平成かご

●ＹＲ4273　平成かご　小

　内寸 215×295×90 / 外寸 250×335×100（310）

●ＹＲ4272　平成かご　中

　内寸260×340×100 / 外寸 295×380×110（350）

●ＹＲ4271　平成かご　大

　内寸 300×380×125/ 外寸 335×425×125（420）

■　柳ゴンドラ

●ＹＲ391　Ａ　柳ゴンドラ

　内寸 330×400×140 / 外寸 360×430×150(400)

●ＹＲ391　Ｂ　柳ゴンドラ

　内寸 290×350×130 / 外寸 320×380×160(385) 

●ＹＲ391　Ｃ　柳ゴンドラ

　内寸 210×270×90 / 外寸 240×300×100(310)

●ＹＲ391　Ｄ　柳ゴンドラ

　内寸 185×220×80 / 外寸 215×250×90(275)

●ＹＲ391　Ｅ　柳ゴンドラ

　内寸 160×190×70 / 外寸 190×220×80(255)
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盆
篭

竹
篭

■　盆かご

●ＹＲ001　盆かご　生成

　内寸 130×170×60 / 外寸 140×190×65（225）

●ＹＲ1Ｂ　盆かご　茶

　内寸 130×170×60 / 外寸 140×190×65（225） 

■　大阪タラシ

●ＴＡＫＥ　ＴＡ　Ｓ　大阪タラシ

　内寸 275×385×70 / 外寸 300×425×75

■　竹　箕

●ＴＡＫＥ　60　竹箕

　内寸　545×555×205  / 外寸 555×580×215

●ＴＡＫＥ　55　竹箕

　内寸　500×505×180  / 外寸 530×525×185

●ＴＡＫＥ　50　竹箕

　内寸　465×460×205  / 外寸 495×485×210

●ＴＡＫＥ　45　竹箕

　内寸　430×450×155  / 外寸 460×460×165

●ＴＡＫＥ　40　竹箕

　内寸　345×375×140　/ 外寸 380×390×150

●ＴＡＫＥ　35　竹箕

　内寸　325×310×130  / 外寸 360×345×135



本カタログの製品仕様は予告なく変更する場合があります。

また、製品色は印刷のため、実物と多少異なる場合がありますのでご了承下さい。

色及び実寸方等の御確認は、上記事業所までご相談下さい。

株式会社 東果

■東果グループ事業所一覧
株式会社　東果

　本　　　社　　TEL(03)5492-2881 FAX(03)5492-2884

　出荷センター　TEL(03)5492-2885 FAX(03)5492-2846

　千葉倉庫　　　TEL(0479)86-5177 FAX(0479)86-5177

　仙台営業所　　TEL(022)387-6304 FAX(022)387-6305

　上海事務所　　TEL(21)5077-1817 FAX(21)5077-1817

築地市場

　みどりや　　　TEL(03)3547-6794 FAX(03)3541-7219

〒143-0001　東京都大田区東海3-2-7　大田市場関連棟　B-13/B-14

〒143-0001　東京都大田区東海3-6-5　サントウカイビル

〒289-1532　千葉県山武市松尾町武野里1914

〒983-0002　宮城県仙台市宮城野区蒲生1-3-14

　          上海市浦東新区南碼頭路1186弄31号

〒104-0045　東京都中央区築地5-2-1　築地市場内


