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  印度 白檀
 2015年 版

ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ

 1.0"
＝1.0インチ
＝2.54cm

品名 ｸﾘｼｭﾅ&蛇王 ｸﾘｼｭﾅ&ﾊﾞﾀｰ玉? 透彫 リンガ シヴァ(6.0")  杖(50㎝)
Ｈ×Ｗ×Ｄ mm　 (6.0") (6.0") (4.0") 上から見ると◎ 先端に紫檀&黒檀
希望 小売 価格 ¥70,000 ¥73,000 ¥54,000 ¥81,000 ¥54,000

ラクシュミ－ サラスヴァティ ガネーシャ  ガネーシャ ミニ神像（立像） ミニ神像（座像）
角台座(6.0") 角台座(6.0") （8.0"） （6.0"） （1.75"） （1.75"）
¥200,000 ¥200,000 ¥300,000 ¥130,000 ¥6,200 ¥6,200
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中に もう一匹！

 

中に もう一匹！

透彫 亀 透彫 亀
（1.5"） （3.0"）
¥6,200 ¥19,500 　透彫 亀（6.0"）　\180,000 　透彫 緑毛亀（8.0"）　\300,000

おみこしゾウ ゾウ彫刻入 ゾウ彫刻入
（3.0"） (4.0") (6.0")
¥11,000 ¥80,000 ¥280,000 ゾウ彫刻入（8.0"）　\930,000

　中にもう一匹！
　
　　中に もう一匹！
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透彫 象（2.0"） 　透彫 象（4.0"） \25,000
¥31,000 　※補修アリ。牙･蹄はプラ。

彫刻 象･丸台座
(5.0") *接着台座

　※分厚い為、高価。　\156,000 ¥160,000ﾀﾞﾌﾞﾙ透彫･ﾊﾞｽｹｯﾄ象(3")\48,000

ゾウ彫刻入（9.5"）　\1,440,000

　透彫 象･ＥＸ（4.0"）
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透彫 梟 透彫 梟・根付 透(ｽｶｼ)彫 ﾐﾐｽﾞｸ 透(ｽｶｼ)彫 ﾐﾐｽﾞｸ 透(ｽｶｼ)彫 ﾐﾐｽﾞｸ 透(ｽｶｼ)彫 ﾐﾐｽﾞｸ
（1.0"） （1.0"） (2.0") (2.5") (3.0") （5.0"）
¥1,000 12色・各 \1,300 ¥8,000 ¥10,000 ¥20,000 ¥35,000

透彫 梟x４･止木 透彫 梟x６･止木 三猿・背中合わせ 狸 透彫 玉乗り象 ﾐﾐｽﾞｸ ｽﾄﾗｯﾌﾟ
（7.5"） （9.0"）  （1.5"） （2.5"） （3.0"） 赤･紫・緑
¥200,000 ¥200,000 ¥13,000 ¥19,000 ¥16,000 3色・各\1,000
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透彫 立ち蛙･置物 透彫 立ち蛙･根付 眠り猫 飛蝗 鰐
(1.0") (1.0") (2.3 x 1.2") (2.0")  (2.5")
¥1,800 ¥2,000 ¥12,000 ¥9,700 ¥5,400

透彫 魚 薔薇 ペンギン 兎 白鳥 瘤白鳥
（3.0"）\5,400 T 15 W 75 D 45mm （2.0"） （2.0"） （2.0"） （2.0"）
（4.0"）\7,600 ¥12,000 ¥9,700 ¥9,700 ¥9,700 ¥9,700
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　白檀だけに、
 白い貝殻の…？

貝ｲﾔﾘﾝｸﾞ（1.0"） ミニ ビーズ 首飾 108珠 首飾
　ﾍｱﾊﾞﾝﾄﾞ＝形状 複数 ｲﾔﾘﾝｸﾞ＝2種 ※1.0"＝2.54cm (内周64,68,83cm) 8㎜,10mm,12mm
1セット \2,700 １セット \2,500 (ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ) (ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ)

108珠 首飾ＤＸ 108珠 首飾ＤＸ 108珠 首飾ＤＸ 108珠 首飾ＤＸ 108珠 首飾ＤＸ 108珠 首飾
10㎜珠 12㎜珠 15㎜珠 18㎜珠 20㎜珠 20㎜珠

(ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ) (ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ) ¥3,000 (ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ) (ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ)

　ﾍｱﾊﾞﾝﾄﾞx1 & ｲﾔﾘﾝｸﾞx2 *金具ﾅｼ
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ブレスレット ブレスレット ﾌﾞﾚｽ・ﾛｻﾞﾘｰＤＸ ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ＤＸ ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ＤＸ ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ ＤＸ
15㎜珠 20珠 10㎜ 15㎜珠 18㎜珠 20㎜珠

(ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ) (ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ) ¥3,000 (ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ) (ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ) (ｵｰﾌﾟﾝ ﾌﾟﾗｲｽ)

五重の塔・根付
（1.7"）
¥4,800三猿 \7,200 *全高=63㎜ 

　※通販不可！
　
　※展示会場にて御覧になりたい方は、
　　必ず 予め お申し出下さい。
　　展示スペースの都合上、持参出来る
　　ものは限られております。

　※直接 御来店の場合も、事前 連絡を！
　　土日祝日 定休かつ、担当が不在のことも…。

　※御来場・御来店の場合は、超特価！
　　（？％ＯＦＦかはヒミツ…。）
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