おすすめ盤石

自信を持ってお薦めする囲碁用品のご案内です。

かや

■本榧二寸盤セット
碁盤：本榧二寸盤（上物、接盤、厚さ 6cm）
碁石：蛤碁石 32 号（ブルーラベル、厚さ 8.8mm）
碁笥：ケヤキ ( 欅 ) 平型（特大への変更も可）
【オプション】 碁石 32 号→33 号へ

一生使える碁盤です
「私のお勧め」稲葉禄子

￥5,400up

卓上献上箱

￥12,960up

碁笥桐箱

￥12,960up

※碁盤を国産本榧、一枚盤などへの変更も承ります。

打ち味最高の本榧二寸盤に蛤の碁石、ケヤキの碁笥をセットに
した高級碁盤セットです。一生使える品質です。

定価

￥129,600

特別価格 ￥81,000
かや

■本榧一寸盤セット
碁盤：本榧一寸盤（上物、接盤、厚さ 3cm）
碁石：蛤碁石 30 号（ブルーラベル、厚さ 8mm）
碁笥：栗大
【オプション】
碁笥栗大をケヤキ大に

￥6,480up

碁石 32 号、碁笥ケヤキ平型に ￥16,200up

手軽で本格的な盤石が欲しい方に

定価

一寸盤で軽いので移動も楽です。テーブルの上に置くには二寸
盤では厚すぎるという方にお勧めの高級碁盤セットです。

￥86,200

特別価格 ￥48,600
■新カヤ六寸盤セット
碁盤：新カヤ六寸盤（柾目特上、厚さ 18cm、足の高さ 12cm）
碁石：蛤碁石 36 号（実用、厚さ 10mm）
碁笥：ケヤキ ( 欅 ) 特大（平型への変更も可）
※碁石は在庫がなくなり次第、ブルーラベル 36 号に変更になります。
※碁盤、碁石の厚さや碁笥の材質などカスタマイズはご相談ください。

定価

￥237,600

特別価格 ￥140,400
フルセット（碁盤覆、碁笥桐箱、布カバー付）

￥172,800

和室で本格的に対局がしたい方に

■ 高級囲碁用品について

棋士のように和室で対局がしたいという方にお勧めの盤石セット
です。六寸盤は重厚感があり、新カヤ盤も落ち着きがある良い木
材です。蛤の碁石で本格的な対局をお楽しみください。

最高級の日本産本榧足付盤や、日向産本蛤、島桑碁笥等にご興味
がございましたらお問い合わせください。価格含めご納得いただ
けるものをご提案させていただきます。

すべての価格は税込み価格です。本チラシの記載価格は 2019 年 9 月末まで有効

■新カヤ一寸盤セット

19路盤を最初にそろえる方にお勧め！

碁盤：新カヤ一寸盤（接盤、厚さ 3cm）
碁石：硬質ガラス碁石 竹印（厚さ 9mm）
碁笥：銘木（プラスチック）

仕上がりの良い新カヤ盤
は、色合いもとても綺麗で
す。碁笥も木材を模した丸
形で、見た目も美しい盤石
セットです。

定価

￥19,440

特別価格 ￥13,500
■折盤セット

移動がしやすいお手頃な盤石が欲しい方に

碁盤：棋になる折盤（厚さ 1.3cm）
※裏面は 13 路、または 9 路からお選びください。

碁石：硬質ガラス碁石 梅印（厚さ 8mm）
碁笥：プラスチック角
折り畳み式の碁盤なのに蝶番
がないので、織り目が気になら
ず両面使えます。耐久性も問題
なく、収納しやすい大きさです。

初心者用盤石セット

定価

￥15,120

特別価格 ￥11,340

囲碁を始めたばかりの方におすすめ

■13 路盤セット（裏 9 路盤）

碁盤：縦 22.5cm× 横 20cm× 厚さ 4mm
※スクリーン版手刷り印刷
※サイズは個体差があります

碁盤：新カヤ 13 路盤（裏 9 路、厚さ 1cm）
碁石：硬質ガラス碁石（厚さ 8mm）
碁笥：プラスチック角

セット価格
碁盤単品

￥7,020
￥2,160

■9 路盤セット（裏 6 路盤）

碁石：黒 41 個 白 40 個 厚さ 6mm
プラスチック製
※プラスチック製碁笥（容器）付

価格

￥1,500

※13 路盤（裏 9 路）もございます。価格￥2,500

■ エクセーヌ碁盤

■ LEKA（レーカ） ￥3,800

19 路盤 ………￥4,000

スウェーデン刺繍のポータブル碁盤

13 路盤（裏 9 路）￥2,000

デザインは全 3 種類で、刺繍は一つ
一つ手作業。碁石はフェルト製。

合成皮革の碁盤、重さはわずか 35ｇ

■単品

【碁石】
………… ￥37,800 〜

・蛤碁石 雪印 33 号

………… ￥70,200

・ガラス碁石 竹印（9mm）…… ￥5,100

…… 国産 ￥59,400 〜

32 号

………… ￥58,100

梅印（8mm）…… ￥4,800

………… ￥21,600 〜

実用 36 号

………… ￥45,360

新カヤ二寸盤 ………… ￥21,600 〜

34 号

………… ￥41,040

【碁盤】 本榧二寸盤
一寸盤

一寸盤 …………

￥8,640 〜

33 号

………… ￥37,800

棋になる折盤 …………

￥6,480 〜

32 号

………… ￥32,400

30 号

………… ￥23,760

【その他】 対局時計（デジタル） ￥9,180

お電話でのお問い合わせ・ご注文

方円企画までお電話ください。

03-3262-0057

営業時間 平日10:30〜19:00

FAX・メールでのご注文

※24時間受付

FAX: 03-3262-0059
mail: info@hoenkikaku.co.jp

インターネットからのご注文
囲碁用品をお探しなら

オンラインストア

http://hoenkikaku.shop-pro.jp/
送料一律 ￥１，０００（税込）
※￥３０，
０００以上は送料無料

【碁笥】 桑（特大特上） ………… ￥54,000 〜
ケヤキ ………………… ￥15,120 〜
栗

…………………

￥6,480 〜

銘木

…………………

￥2,835 〜

掲載以外の盤石も取り扱っております。
お気軽にお問合せください。
株式会社方円企画
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-4-7 ビルディング啓3階
TEL: 03-3262-0057 FAX: 03-3262-0059
mail: info@hoenkikaku.co.jp
URL: http://www.hoenkikaku.co.jp/

