
２４０㏄
Crystal Tumbler

４００㏄ Long Mug（ロングマグ） ３００㏄ Cut Pilsner
（カットピルスナー）

４３０㏄ Cut Mug
（カットマグ）

◎食器洗浄機OK
◎漂白剤OK
◎優れた耐衝撃性

艶消３Hコーティング塗

※軽くて、破損に強い！
耐熱温度：100℃
耐冷温度：－15℃

6-437-8 ￥1,850
400ccロングマグ クリア　
φ74×153（400cc） 5-367-1（51022920）

6-437-10 ￥2,400
300㏄カットピルスナー　
φ73×170（300cc） （80115880）

6-437-11 ￥3,350
430㏄カットマグ　
φ80×150（430cc） （80115890）

6-437-9 ￥2,350
400ccロングマグ マット無地　
φ74×153（400cc） 5-367-2（51022921）

艶消３Hコーティング塗

240cc クリスタルタンブラー　  

6-437-5  ￥1,550
ブルー 5-367-5
 （51023742）

6-437-7  ￥1,550
レッド 5-367-7
 （51023744）

6-437-6  ￥1,550
アンバー 5-367-6
 （51023745）

6-437-4  ￥1,200
クリア 5-367-4
 （51023746）

φ72×102（240㏄）

クリア

レッドアンバーブルー

6-437-1 ￥1,150
お子様カップ　
φ70×80（270cc） （80115850）

6-437-2 ￥2,250
ワイングラス　
φ76×120（240cc） （80115860）

6-437-3 ￥1,500
フリードリンクタンブラー　
φ65×125（290cc） （80115870）

Tritan series（トライタン シリーズ）日本製  ※軽くて、破損に強い！



6-438-7 ￥1,850
クリア
 5-368-7（51023756）

6-438-8 ￥2,600
マットブルー
 5-368-8（51023752）

6-438-9 ￥2,600
マットアンバー
 5-368-9（51023755）

艶消３Hコーティング塗艶消３Hコーティング塗

３８０㏄Beer Glass（ビアグラス） φ73×180　

φ75×195　４００㏄Dressy Glass（ドレッシーグラス）

３２０㏄ Pilsner（ピルスナー）

6-438-4 ￥1,400
クリア
 5-368-4（51023766）

6-438-3 ￥2,300
マットアンバー
 5-368-3（30000733）

6-438-2 ￥2,300
マットブルー
 5-368-2（30000732）

6-438-1 ￥1,500
クリア
 5-368-1（30000729）

6-438-5 ￥2,150
マットブルー
 5-368-5（51023762）

6-438-6 ￥2,150
マットアンバー
 5-368-6（51023765）

艶消３Hコーティング塗艶消３Hコーティング塗

艶消３Hコーティング塗艶消３Hコーティング塗

φ60×200　

※軽くて、破損に強い！ Tritan series（トライタン シリーズ） 日本製



6-439-4 ￥950
シェリーグラス クリア　
φ48×120 5-369-1（81017480）

6-439-5 ￥1,500
シェリーグラス ブルーボカシ　
φ48×120 5-369-2（81017485）

6-439-6 ￥1,500
シェリーグラス グリーンボカシ　
φ48×120 5-369-3（81017486）

6-439-7 ￥1,500
シェリーグラス レッドボカシ　
φ48×120 5-369-4（81017487）

外のみ３Hコーティング塗 外のみ３Hコーティング塗 外のみ３Hコーティング塗

外のみ３Hコーティング塗

6-439-9 ￥1,950
フラワーグラス クリア／コーティング　
φ96×70 5-370-2（81017750）

6-439-8 ￥1,400
フラワーグラス クリア　
φ96×70 5-370-1（81017740）

6-439-10 ￥2,050
フラワーグラス ブルーボカシ　
φ96×70 5-370-3（81017760）

6-439-11 ￥2,050
フラワーグラス グリーンボカシ　
φ96×70 5-370-4（81017770）

6-439-12 ￥2,050
フラワーグラス レッドボカシ　
φ96×70 5-370-5（81017780）

ミニギアーカップ９０cc（トライタン樹脂）

◎食器洗浄機OK
◎漂白剤OK
◎優れた耐衝撃性

艶消３Hコーティング塗

※軽くて、破損に強い！
耐熱温度：100℃
耐冷温度：－15℃

6-439-1 ￥800
ミニギアーカップ クリア　
φ60×70 1BU-161-1（12010140）

6-439-2 ￥1,200
ミニギアーカップ ブルーボカシ　
φ60×70 1BU-161-2（12010150）

6-439-3 ￥1,200
ミニギアーカップ グリーンボカシ　
φ60×70 1BU-161-3（12010160）

シェリーグラス６０cc（トライタン樹脂）

フラワーカップ１６０cc（トライタン樹脂）

トライタン樹脂シリーズ 日本製



6-440-6 ￥1,500
シャンパングラス ブルーボカシ　
φ83×114 5-369-10（75006610）

6-440-5 ￥1,000
シャンパングラス クリア　
φ83×114 5-369-9（81014519）

6-440-7 ￥1,650
シャンパングラス ブラッククロス　
φ83×114 5-369-5（75006660）

6-440-8 ￥1,650
シャンパングラス レッドクロス　
φ83×114 5-369-6（75006670）

6-440-9 ￥1,650
シャンパングラス シャボン玉　
φ83×114 5-369-7（75006680）

6-440-10 ￥1,650
シャンパングラス ステンド　
φ83×114 5-369-8（75006690）

6-440-1 ￥1,000
ソフトカップ クリア　
φ79×90 1BU-161-4（12010170）

6-440-4 ￥1,550
ソフトカップ ブルーボカシ　
φ79×90 1BU-161-6（12010190）

6-440-3 ￥1,550
ソフトカップ レッドボカシ　
φ79×90 1BU-161-8（12010220）

ソフトカップ１１０㏄（トライタン樹脂）

6-440-2 ￥1,550
ソフトカップ クリア／コーティング　
φ79×90 1BU-161-5（12010180）

外のみ３Hコーティング塗

シャンパングラス１００㏄（トライタン樹脂）

トライタン樹脂シリーズ 日本製



トライタン（PCT）シリーズ
◎耐熱温度：100℃ 耐冷温度：－15℃
◎ 優れた耐衝撃性・卓越した透明性と光沢
◎食器洗浄機OK・漂白剤OK
◎ビスフェノールＡを含まない
◎アルコールOK 日本製

23㎝トライタンリムプレート　 　φ236×20
6-441-1 クリヤー仕上げ ￥2,100 5-709-1

（40390115）

6-441-2 金パール ￥2,800 5-709-2
（40390114）

6-441-3 銀パール ￥2,800 5-709-3
（40390116）

6-441-4 ブルーパール ￥2,900 1BU-163-1
（90052830）

6-441-5 レッドパール ￥2,900 1BU-163-2
（90052840）

6-441-6 ブラックパール ￥2,900 1BU-163-3
（90052850）

28㎝トライタンリムプレート　 　φ280×20
6-441-7 クリヤー仕上げ ￥2,200 1BU-163-4

（90052860）

6-441-8 金パール ￥3,000 1BU-163-5
（90052870）

6-441-9 銀パール ￥3,000 1BU-163-6
（90052880）

6-441-10 ブルーパール ￥3,000 1BU-163-7
（90052890）

6-441-11 レッドパール ￥3,000 1BU-163-8
（90052910）

6-441-12 ブラックパール ￥3,000 1BU-163-9
（90052920）

23㎝リムプレート（トライタン樹脂）

28㎝リムプレート（トライタン樹脂）

トライタン樹脂シリーズ 日本製



21㎝（Ｔ）スコールカット浅鉢　 　φ213×49
6-442-1 内クリヤー仕上げ ￥2,250 5-370-9

（40390111）

6-442-2 ブルーパール ￥2,500（40421910）
6-442-3 グリーンパール ￥2,500（40421900）

33㎝（T）スコールカット丸鉢　 　φ330×100
6-442-7 内クリヤー仕上げ ￥5,900 1BU-164-1

（88014410） 6-442-8 ブルーパール ￥6,500（80115910） 6-442-9 レッドパール ￥6,500（80115920）

21㎝（Ｔ）スコールカット深鉢　 　φ210×75
6-442-4 内クリヤー仕上げ ￥2,700 5-370-10

（40390112）

6-442-5 ブルーパール ￥3,200（40421930）
6-442-6 グリーンパール ￥3,200（40421920）

① ④

②

⑦

⑧

⑨

⑤

③ ⑥

トライタン樹脂シリーズ 日本製



6-443-19 ￥1,850
あみ笠小付 レッド　L
φ70×62 （80115940）

6-443-20 ￥1,850
あみ笠小付 ブルー　L
φ70×62 （80115950）

6-443-18 ￥1,850
あみ笠小付 透明　L
φ70×62 （80115930）

6-443-21 ￥1,850
あみ笠小付 イエロー　L
φ70×62 （80115960）

6-443-22 ￥1,850
あみ笠小付 グリーン　L
φ70×62 （80115970）

6-443-9 ￥350
φ88富士小付 透明　L
φ88×48 AT3-94-15（80011390）

6-443-1 ￥350
φ60富士小付 透明　L
φ60×37 AT3-94-10（12018070）

6-443-5 ￥350
φ73富士小付 透明　L
φ73×40 AT3-94-11（12018090）

6-443-6 ￥600
φ73富士小付 スカイブルー　L
φ73×40 AT3-94-13（12018110）

6-443-10 ￥600
φ88富士小付 スカイブルー　L
φ88×48 AT3-94-12（80011410）

6-443-2 ￥550
φ60富士小付 スカイブルー　L
φ60×37 AT3-94-14（12018080）

6-443-11 ￥400
樹氷小付 透明　L
φ72×44 （30160370）

6-443-12 ￥500
樹氷小付 スカイブルー　L
φ72×44 （30160380）

6-443-3 ￥400
ダイヤ紋小付 透明　L
φ68×45 （30160350）

6-443-4 ￥500
ダイヤ紋小付 スカイブルー　L
φ68×45 （30160360）

6-443-7 ￥400
渦巻きカンナ目小付 透明　L
φ72×45 （30160310）

6-443-8 ￥500
渦巻きカンナ目小付 スカイブルー　L
φ72×37 （30160320）

6-443-17 ￥900
φ75独楽小付 銀渕　L
φ75×41 （12018060）

6-443-15 ￥850
φ66鍋小付 銀渕　L
φ66×37 （12018040）

6-443-16 ￥850
φ70鈴小付 銀渕　L
φ70×42 （12018050）

6-443-14 ￥850
φ62笠小付 銀渕　L
φ62×35 （12018030）

6-443-13 ￥800
φ59豆小付 銀渕　L
φ59×30 （12018020）

ガラス小付



6-444-17 直運  ￥2,100
プレーンデザートカップ 黒/金　L
φ97×77 5-371-13（51039180）

6-444-13 直運  ￥2,100
プレーンデザートカップ 朱/金　L
φ97×77 5-371-14（51039190）

6-444-1 直運  ￥1,450
台付ミニグラス 赤金ちらし　L
φ59×85　容量：80cc 5-371-1（51023841）

6-444-5 直運  ￥1,800
ブラッククロス（R）ボール　L
 5-371-5（80112610）

6-444-6 直運  ￥1,800
ブラッククロス（B）ボール　L
 5-371-6（80112620）

6-444-7 直運  ￥1,800
レッドクロス（R）ボール　L
 5-371-7（51023860）

6-444-8 直運  ￥1,800
ブラックボール　L
 5-371-8（51023870）

6-444-9 直運  ￥1,800
レッドボール　L
 5-371-9（51023880）

6-444-2 直運  ￥1,450
台付ミニグラス 黒金ちらし　L
φ59×85　容量：80cc 5-371-2（51023842）

6-444-3 直運  ￥1,300
冷酒グラス 赤金ちらし　L
φ57×65　容量：70cc 5-371-3（51023840）

6-444-4 直運  ￥1,300
冷酒グラス 黒金ちらし　L
φ57×65　容量：70cc 5-371-4（51023850）

6-444-14 直運  ￥1,350
豆鉢 黒銀市松　L
72×72×57　容量：120cc 5-371-22（51023854）

6-444-15 直運  ￥1,350
豆鉢 金銀市松　L
72×72×57　容量：120cc 5-371-23（51023855）

6-444-16 直運  ￥1,350
豆鉢 黒赤市松　L
72×72×57　容量：120cc 5-371-24（51023856）

6-444-18 直運  ￥2,200
プレーンデザートカップ 緑十草　L
φ95×75 （51365030）

6-444-19 直運  ￥2,200
プレーンデザートカップ 黄十草　L
φ95×75 （51365020）

6-444-20 直運  ￥2,200
プレーンデザートカップ 赤十草　L
φ95×75 （51365010）

6-444-10 直運  ￥1,800
レッドクロス（R）ボール　L
 5-371-10（51023890）

6-444-11 直運  ￥1,800
ブラックボール　L
 5-371-11（51023910）

6-444-12 直運  ￥1,800
レッドボール　L
 5-371-12（51023920）

（φ79×69　容量：70cc）　デザートグラス

ミニショットグラス
（φ58×95　容量：60cc）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

ガラス小鉢



全面塗装（アクリル樹脂）

ACφ70鉢（φ70×27） ACφ80鉢（φ80×35） ACφ80皿（φ80×23） ACφ97皿（φ97×23）

❶

❻

❾

6-445-1 ￥700
鉢 亀甲カットガラスφ60鉢　L
φ60×35 5-372-1（75005230）

6-445-2 ￥1,100
鉢 亀甲カットガラスφ80鉢　L
φ80×40 5-372-2（75005240）

6-445-3 ￥1,950
鉢 亀甲カットガラスφ99鉢　L
φ99×53 5-372-3（75005250）

6-445-4 ￥1,050
皿 亀甲カットガラスφ80皿　L
φ80×25 5-372-4（75005260）

6-445-5 ￥1,300
皿 亀甲カットガラスφ97皿　L
φ97×28 5-372-5（75005270）

6-445-6 ￥2,000
皿 亀甲カットガラスφ118皿　L
φ118×35 5-372-6（75005280）

6-445-7 ￥950
φ70皿 皿鉢 亀甲カットガラス　L
φ70×27 5-372-7（75005220）

6-445-8 ￥900
φ76 盃鉢ガラス　L
φ76×33 5-372-8（75005225）

6-445-9 ￥1,400
φ100 羽反盃鉢ガラス　L
φ100×40 5-372-9（75005226）

6-445-10 ￥600
透明　F 5-372-10（75007050）

6-445-11 ￥650
透明　F 5-372-11（75007060）

6-445-12 ￥600
透明　F 5-372-12（75007030）

6-445-13 ￥650
透明　F 5-372-13（75007040）

6-445-14 ￥600
ブルー　F 5-372-14（75007051）

6-445-15 ￥650
ブルー　F 5-372-15（75007061）

6-445-16 ￥600
ブルー　F 5-372-16（75007031）

6-445-17 ￥650
ブルー　F 5-372-17（75007041）

6-445-18 ￥600
レッド　F 5-372-18（75007052）

6-445-19 ￥650
レッド　F 5-372-19（75007062）

6-445-20 ￥600
レッド　F 5-372-20（75007032）

6-445-21 ￥650
レッド　F 5-372-21（75007042）

亀甲カット鉢 亀甲カット皿

亀甲カット　皿・鉢（ガラス）



底寸：157㎜

6-446-1 直運  ￥1,900
正角フラットリムプレート 無地　L
256×256×16 5-373-1（51039070）

6-446-2 直運  ￥3,500
正角フラットリムプレート スカイブルーストライプ　L
256×256×16 5-373-2（51039080）

6-446-3 直運  ￥3,500
正角フラットリムプレート ラベンダーストライプ　L
256×256×16 5-373-3（51039090）

6-446-4 直運  ￥3,500
正角フラットリムプレート ブルーチェック　L
256×256×16 5-373-4（51039110）

6-446-6 直運  ￥3,500
正角フラットリムプレート レッド麻柄　L
256×256×16 AT3-91-7（51365040）

6-446-7 直運  ￥3,500
正角フラットリムプレート ブルー麻柄　L
256×256×16 AT3-91-8（51365050）

6-446-8 直運  ￥3,500
正角フラットリムプレート グリーン麻柄　L
256×256×16 AT3-91-9（51365060）

6-446-5 直運  ￥3,500
正角フラットリムプレート ブラックチェック　L
256×256×16 5-373-5（51039120）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

正角フラットリムプレート



底寸：250㎜

底寸：57㎜

6-447-1 直運  ￥1,900
長角フラットリムプレート 無地　L
350×150×18 5-374-6（51039020）

6-447-3 直運  ￥3,500
長角フラットリムプレート ラベンダーストライプ　L
350×150×18 5-374-8（51039040）

6-447-6 直運  ￥3,500
長角フラットリムプレート スカイブルーチェック　L
350×150×18 5-374-10（51039060）

6-447-8 直運  ￥3,500
長角フラットリムプレート グリーン麻柄　L
350×150×18 （51365090）

6-447-7 直運  ￥3,500
長角フラットリムプレート ブルー麻柄　L
350×150×18 AT3-92-9（51365080）

6-447-5 直運  ￥3,500
長角フラットリムプレート レッド麻柄　L
350×150×18 AT3-92-8（51365070）

6-447-2 直運  ￥3,500
長角フラットリムプレート 銀ちらし　L
350×150×18 5-374-7（51039030）

6-447-4 直運  ￥3,500
長角フラットリムプレート ゴールドチェック　L
350×150×18 5-374-9（51039050）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

長角フラットリムプレート



底寸：147㎜

底寸：200㎜

底寸：50㎜

6-448-12 直運  ￥3,900
ブリッジプレート（小）ブルー&銀　L
340×120×28 （30160140）

6-448-10 直運  ￥3,900
ブリッジプレート（小）ゴールド&銀　L
340×120×28 （30160120）

6-448-11 直運  ￥3,900
ブリッジプレート（小）ピンク&銀　L
340×120×28 （30160130）

6-448-9 直運  ￥2,500
ブリッジプレート（小）無地　L
340×120×28 （30160110）

6-448-1 直運  ￥1,900
正角スロープリムプレート 無地　L
230×230×34 5-374-1（51039130）

6-448-4 直運  ￥3,300
正角スロープリムプレート ブルーストライプ　L
230×230×34 5-374-4（51039160）

6-448-3 直運  ￥3,300
正角スロープリムプレート ラベンダーストライプ　L
230×230×34 5-374-3（51039150）

6-448-2 直運  ￥3,300
正角スロープリムプレート 赤ちらし　L
230×230×34 5-374-2（51039140）

6-448-5 直運  ￥3,300
正角スロープリムプレート スカイブルーストライプ　L
230×230×34 5-374-5（51039170）

6-448-7 直運  ￥3,300
正角スロープリムプレート ブルー麻柄　L
230×230×34 AT3-92-5（51365012）

6-448-6 直運  ￥3,300
正角スロープリムプレート レッド麻柄　L
230×230×34 AT3-92-4（51365011）

6-448-8 直運  ￥3,300
正角スロープリムプレート グリーン麻柄　L
230×230×34 （51365013）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

正角スロープリムプレート



6-449-1 ￥1,400
φ120小鉢 透明／縁金　L
φ120×43 （80115980）

6-449-2 ￥1,950
φ158中鉢 透明／縁金　L
φ158×47 （80115990）

6-449-3 ￥2,350
φ200大鉢 透明／縁金　L
φ200×53 （80116010）

6-449-4 ￥750
千代口 透明／縁金　L
93×108×62 （80116020）

6-449-5 ￥1,950
φ120小鉢 レッド／縁金　L
φ120×43 （80116120）

6-449-6 ￥2,750
φ158中鉢 レッド／縁金　L
φ158×47 （80116130）

6-449-7 ￥3,400
φ200大鉢 レッド／縁金　L
φ200×53 （80116140）

6-449-8 ￥1,300
千代口 レッド／縁金　L
93×108×62 （80116150）

6-449-9 ￥1,950
φ120小鉢 ブルー／縁金　L
φ120×43 （80116210）

6-449-10 ￥2,750
φ158中鉢 ブルー／縁金　L
φ158×47 （80116220）

6-449-11 ￥3,400
φ200大鉢 ブルー／縁金　L
φ200×53 （80116230）

6-449-12 ￥1,300
千代口 ブルー／縁金　L
93×108×62 （80116240）

静波シリーズ



6-450-5 ￥1,700
φ150プレート ブルー／縁金　L
φ150×19 （80116160）

6-450-7 ￥3,000
φ270プレート ブルー／縁金　L
φ270×26 （80116180）

6-450-6 ￥2,200
φ205プレート ブルー／縁金　L
φ205×24 （80116170）

6-450-8 ￥3,700
φ307プレート ブルー／縁金　L
φ307×31 （80116190）

6-450-1 ￥1,100
φ150プレート 透明／縁金　L
φ150×19 （80116030）

6-450-9 ￥1,700
φ150プレート レッド／縁金　L
φ150×19 （80116070）

6-450-3 ￥2,100
φ270プレート 透明／縁金　L
φ270×26 （80116050）

6-450-11 ￥3,000
φ270プレート レッド／縁金　L
φ270×26 （80116090）

6-450-2 ￥1,400
φ205プレート 透明／縁金　L
φ205×24 （80116040）

6-450-10 ￥2,200
φ205プレート レッド／縁金　L
φ205×24 （80116080）

6-450-4 ￥2,600
φ307プレート 透明／縁金　L
φ307×31 （80116060）

6-450-12 ￥3,700
φ307プレート レッド／縁金　L
φ307×31 （80116110）

❷

❶

❹

❸

10❻

❾❺

12❽

11❼

静波シリーズ



※２個セットの単価です。ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。

クリスタルのような
圧倒的な透明度と輝き
クリスタルのような
圧倒的な透明度と輝き
MLVは、ハイグレードポリカーボネイトを
使用し、さらに特殊加工技術を施すことで、
クリスタルガラスのような圧倒的な透明度と
輝きを実現しました。

レストラン、バーやプールサイドからホテルの
客室までさまざまなシチュエーションでお使い
いただけるアイテムをご用意しました。

6-451-1 直運  ￥2,400
コンテンポラリー（２ケ）
シェリー S035　 HPN
φ65（内口径φ52）×H145・130cc BU1-33-1（70021010）

6-451-2 直運  ￥2,600
コンテンポラリー（２ケ）
シェリー S036　 HPN
φ68（内口径φ56）×H160・165cc BU1-33-2（70021020）

6-451-3 直運  ￥3,400
コンテンポラリー（２ケ）
レッドワイン S038　 HPN
φ82（内口径φ69）×H189・290cc BU1-33-3（70021030）

6-451-4 直運  ￥4,000
コンテンポラリー（２ケ）
レッドワイン S039　 HPN
φ88（内口径φ74）×H204・365cc BU1-33-4（70021040）

6-451-5 直運  ￥3,200
コンテンポラリー（２ケ）
レッドワイン S044　 HPN
φ75（内口径φ63）×H173・250cc BU1-33-5（70021050）

6-451-6 直運  ￥3,600
コンテンポラリー（２ケ）
レッドワイン S045　 HPN
φ87（内口径φ75）×H199・385cc BU1-33-6（70021060）

6-451-7 直運  ￥3,000
コンテンポラリー（２ケ）
レッドワイン S175　 HPN
φ84（内口径φ75）×H185・335cc BU1-33-7（70021070）

6-451-8 直運  ￥3,000
コンテンポラリー（２ケ）
ホワイトワイン S037　 HPN
φ76（内口径φ63）×H175・225cc BU1-33-8（70021080）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

CONTEMPORARY SERIES　コンテンポラリーシリーズ



※２個セットの単価です。ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。

耐熱耐冷温度 -30℃～110℃
アイスからホットまで安心してご使用できます。

食洗機OK!
2000回の食洗機テスト後も外観はほとんど影響を受けません。

安心・安全
壊れにくい、割れにくい安心・安全。

ハイグレードポリカーボネイト使用
一般のポリカーボネイト材と比べて硬度が高く、傷がつきにくい。

6-452-1 直運  ￥2,800
ビガー（２ケ）
マルガリータ S052　 HPN
φ117（内口径φ111）×H169・315cc BU1-34-1（70021090）

6-452-2 直運  ￥3,200
ビガー（２ケ）
マルガリータ S053　 HPN
φ133（内口径φ126）×H168・455cc BU1-34-2（70021110）

6-452-3 直運  ￥2,200
ビガー（２ケ）
マティーニ S054　 HPN
φ115（内口径φ111）×H168・290cc BU1-34-3（70021120）

6-452-4 直運  ￥2,800
ビガー（２ケ）
マティーニ S055　 HPN
φ135（内口径φ130）×H173・295cc BU1-34-4（70021130）

6-452-5 直運  ￥4,200
ビガー（２ケ）
ハリケーン S057　 HPN
φ78（内口径φ74）×H203・320cc BU1-34-5（70021140）

6-452-6 直運  ￥3,600
ビガー（２ケ）
ピニャコラーダ S051　 HPN
φ89（内口径φ77）×H189・385cc BU1-34-6（70021150）

6-452-7 直運  ￥3,200
ビガー（２ケ）
シャンパンフルート S049　 HPN
φ70（内口径φ47）×H242・170cc BU1-34-7（70021160）

6-452-8 直運  ￥2,400
ビガー（２ケ）
シャンパンフルート S165　 HPN
φ69（内口径φ61）×H247・190cc BU1-34-8（70021170）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

VIGOR SERIES　ビガーシリーズ



※２個セットの単価です。ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。

おしゃれな形で
一味違ったシーンの演出を。

6-453-1 直運  ￥3,600
ファッション（２ケ）
ロック S130　 HPN
φ97（内口径φ85）×H90・265cc
 BU1-35-1（70021180）

6-453-2 直運  ￥3,800
ファッション（２ケ）
ハイボール S129　 HPN
φ91（内口径φ80）×H109・295cc
 BU1-35-2（70021190）

6-453-3 直運  ￥2,800
ファッション（２ケ）
ロック S124　 HPN
φ77（内口径φ73）×H82・245cc
 BU1-35-3（70021210）

6-453-4 直運  ￥3,200
ファッション（２ケ）
ハイボール S123　 HPN
φ82（内口径φ78）×H100・365cc
 BU1-35-4（70021220）

6-453-5 直運  ￥2,600
ファッション（２ケ）
ロック S116　 HPN
φ73（内口径φ68）×H90・245cc 
 BU1-35-5（70021230）

6-453-6 直運  ￥3,000
ファッション（２ケ）
ハイボール S117　 HPN
φ79（内口径φ73）×Ｈ98・320cc 
 BU1-35-6（70021240）

6-453-7 直運  ￥3,000
ファッション（２ケ）
トール S132　 HPN
φ73（内口径φ69）×H156・375cc
 BU1-35-7（70021250）

6-453-8 直運  ￥3,000
ファッション（２ケ）
ロック S022　 HPN
φ79（内口径φ70）×H92・235cc
 BU1-35-8（70021260）

6-453-9 直運  ￥3,600
ファッション（２ケ）
ハイボール S023　 HPN
φ87（内口径φ76）×H106・325cc
 BU1-35-9（70021270）

6-453-10 直運  ￥4,000
ファッション（２ケ）
ロック S118　 HPN
φ89（内口径φ77）×H109・305cc
 BU1-35-10（70021280）

6-453-11 直運  ￥2,600
ファッション（２ケ）
ロック S105　 HPN
81×81（内口径76×76）×H90・285cc 
 BU1-35-11（70021290）

6-453-12 直運  ￥3,200
ファッション（２ケ）
ハイボール S106　 HPN
88×88（内口径82×82）×H97・370cc 
 BU1-35-12（70021310）

6-453-13 直運  ￥2,600
ファッション（２ケ）
ロック S101　 HPN
φ74（内口径φ70）×H89・260cc
 BU1-35-13（70021320）

6-453-14 直運  ￥3,400
ファッション（２ケ）
ハイボール S102　 HPN
φ86（内口径φ82）×H97・380cc
 BU1-35-14（70021330）

6-453-15 直運  ￥2,800
ファッション（２ケ）
トール S103　 HPN
φ63（内口径φ59）×H154・350cc
 BU1-35-15（70021340）

6-453-16 直運  ￥3,600
ファッション（２ケ）
トール S104　 HPN
φ75（内口径φ70）×H169・550cc
 BU1-35-16（70021350）

6-453-17 直運  ￥2,400
ファッション（２ケ）
ハイボール S097　 HPN
φ78（内口径φ70）×H128・350cc
 BU1-35-17（70021360）

6-453-18 直運  ￥2,800
ファッション（２ケ）
トール S096　 HPN
φ84（内口径φ76）×H138・440cc
 BU1-35-18（70021370）

6-453-19 直運  ￥3,200
ファッション（２ケ）
トール S095　 HPN
φ85（内口径φ77）×H157・535cc
 BU1-35-19（70021380）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

FASHION SERIES　ファッションシリーズ



※２個セットの単価です。ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。

流行の最先端、
おしゃれで特別なひと時を演出。

6-454-1 直運  ￥3,200
ヴォーグ（２ケ）
ウォーターゴブレット S031　 HPN
φ79（内口径φ70）×H124・290cc BU1-36-1（70021390）

6-454-2 直運  ￥3,200
ヴォーグ（２ケ）
ウォーターゴブレット S032　 HPN
φ79（内口径φ71）×H133・260cc BU1-36-2（70021410）

6-454-3 直運  ￥3,400
ヴォーグ（２ケ）
ウォーターゴブレット S033　 HPN
φ80（内口径φ74）×H149・265cc BU1-36-3（70021420）

6-454-4 直運  ￥4,200
ヴォーグ（２ケ）
ウォーターゴブレット S034　 HPN
φ89（内口径φ80）×H178・420cc BU1-36-4（70021430）

6-454-5 直運  ￥3,400
ヴォーグ（２ケ）
ゴブレット S046　 HPN
φ81（内口径φ72）×H163・345cc BU1-36-5（70021440）

6-454-6 直運  ￥3,600
ヴォーグ（２ケ）
ゴブレット S047　 HPN
φ81（内口径φ72）×H183・405cc BU1-36-6（70021450）

6-454-7 直運  ￥3,200
ヴォーグ（２ケ）
ゴブレット S040　 HPN
φ70（内口径φ57）×H173・240cc BU1-36-7（70021460）

6-454-8 直運  ￥3,400
ヴォーグ（２ケ）
ゴブレット S041　 HPN
φ71（内口径φ60）×H181・295cc BU1-36-8（70021470）

6-454-9 直運  ￥4,400
ヴォーグ（２ケ）
ゴブレット S042　 HPN
φ75（内口径φ64）×H189・330cc BU1-36-9（70021480）

6-454-10 直運  ￥4,400
ヴォーグ（２ケ）
ゴブレット S043　 HPN
φ78（内口径φ67）×H199・395cc BU1-36-10（70021490）

6-454-11 直運  ￥4,700
ヴォーグ（２ケ）
ゴブレット S172　 HPN
φ84（内口径φ74）×H209・490cc BU1-36-11（70021510）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

VOGUE SERIES　ヴォーグシリーズ



※２個セットの単価です。ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。

多面カットの輝きは高級感を演出。
ドリンクをより高級に魅せます。

6-455-1 直運  ￥2,400
ダイヤモンド（２ケ）
ロック S028　 HPN
φ73（内口径φ67）×H79・145cc 
 BU1-37-1（70021520）

6-455-2 直運  ￥2,800
ダイヤモンド（２ケ）
ロック S029　 HPN
φ80（内口径φ74）×H87・200cc 
 BU1-37-2（70021530）

6-455-3 直運  ￥3,400
ダイヤモンド（２ケ）
ハイボール S030　 HPN
φ87（内口径φ81）×H84・252cc 
 BU1-37-3（70021540）

6-455-4 直運  ￥2,800
ダイヤモンド（２ケ）
ロック S111　 HPN
φ75（内口径φ64）×H80・185cc
 BU1-37-4（70021550）

6-455-5 直運  ￥3,400
ダイヤモンド（２ケ）
ロック S110　 HPN
φ82（内口径φ69）×H87・240cc
 BU1-37-5（70021560）

6-455-6 直運  ￥3,000
ダイヤモンド（２ケ）
ロック S108　 HPN
φ85（内口径φ80）×H90・270cc
 BU1-37-6（70021570）

6-455-7 直運  ￥3,600
ダイヤモンド（２ケ）
ハイボール S109　 HPN
φ90（内口径φ85）×H98・335cc
 BU1-37-7（70021580）

6-455-8 直運  ￥2,800
ダイヤモンド（２ケ）
ロック S154　 HPN
φ77（内口径φ73）×H86・255cc
 BU1-37-8（70021590）

6-455-9 直運  ￥3,400
ダイヤモンド（２ケ）
ハイボール S155　 HPN
φ88（内口径φ82）×H97・380cc
 BU1-37-9（70021610）

6-455-10 直運  ￥3,000
ダイヤモンド（２ケ）
ジブラルタルロック S024　 HPN
φ78（内口径φ69）×H86・215cc
 BU1-37-10（70021620）

6-455-11 直運  ￥3,400
ダイヤモンド（２ケ）
ジブラルタルハイボール S025　 HPN
φ87（内口径φ80）×H97・320cc
 BU1-37-11（70021630）

6-455-12 直運  ￥3,200
ダイヤモンド（２ケ）
ジブラルタルハイボール S026　 HPN
φ71（内口径φ64）×H151・310cc
 BU1-37-12（70021640）

6-455-13 直運  ￥4,200
ダイヤモンド（２ケ）
ジブラルタルトール S027　 HPN
φ80（内口径φ72）×H168・450cc
 BU1-37-13（70021650）

6-455-14 直運  ￥3,200
ダイヤモンド（２ケ）
ロック S066　 HPN
φ86（内口径φ81）×H100・300cc
 BU1-37-14（70021660）

6-455-15 直運  ￥3,600
ダイヤモンド（２ケ）
トール S067　 HPN
φ77（内口径φ72）×H148・380cc
 BU1-37-15（70021670）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

DIAMOND SERIES　ダイヤモンドシリーズ



※２個セットの単価です。ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。

眩しい太陽光のように光輝き、
持ちやすい丸いシルエット。

6-456-1 直運  ￥3,400
サンシャイン（２ケ）
ロック S141　 HPN
φ77（内口径φ64）×H99・235cc
 BU1-38-1（70021680）

6-456-2 直運  ￥4,000
サンシャイン（２ケ）
ロック S088　 HPN
φ88（内口径φ73）×H99・320cc
 BU1-38-2（70021690）

6-456-3 直運  ￥4,200
サンシャイン（２ケ）
ハイボール S089　 HPN
φ87（内口径φ73）×H116・380cc
 BU1-38-3（70021710）

6-456-4 直運  ￥3,200
サンシャイン（２ケ）
ロック S017　 HPN
φ86（内口径φ72）×H82・255cc
 BU1-38-4（70021720）

6-456-5 直運  ￥3,600
サンシャイン（２ケ）
ロック S018　 HPN
φ91（内口径φ76）×H85・290cc
 BU1-38-5（70021730）

6-456-6 直運  ￥4,200
サンシャイン（２ケ）
ハイボール S019　 HPN
φ96（内口径φ82）×H98・390cc
 BU1-38-6（70021740）

6-456-7 直運  ￥4,000
サンシャイン（２ケ）
トール S020　 HPN
φ79（内口径φ65）×H142・385cc
 BU1-38-7（70021750）

6-456-8 直運  ￥4,400
サンシャイン（２ケ）
トール S021　 HPN
φ81（内口径φ66）×H148・415cc
 BU1-38-8（70021760）

6-456-9 直運  ￥2,400
ダイヤモンド（２ケ）
ウイスキー S062　 HPN
φ85（内口径φ80）×H85・245cc
 BU1-38-9（70021770）

6-456-10 直運  ￥3,000
ダイヤモンド（２ケ）
ウイスキー S063　 HPN
φ89（内口径φ83）×H93・300cc
 BU1-38-10（70021780）

6-456-11 直運  ￥3,800
ダイヤモンド（２ケ）
ロック S206　 HPN
φ88（内口径φ78）×H90・310cc
 BU1-38-11（70021790）

6-456-12 直運  ￥3,400
ダイヤモンド（２ケ）
ロック S207　 HPN
φ91（内口径φ87）×H90・320cc
 BU1-38-12（70021810）

6-456-13 直運  ￥3,400
ダイヤモンド（２ケ）
トール S156　 HPN
φ72（内口径φ67）×H152・380cc
 BU1-38-13（70021820）

6-456-14 直運  ￥4,000
ダイヤモンド（２ケ）
X-トール S157　 HPN
φ80（内口径φ74）×H169・525cc
 BU1-38-14（70021830）

DIAMOND SERIES　ダイヤモンドシリーズ

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

SUNSHINE SERIES　サンシャインシリーズ



休みの日にはゆっくり、
落ち着いた使いやすいシルエット。

6-457-1 直運  ￥2,000
ホリデー（２ケ）
ロック S001　 HPN
φ65（内口径φ61）×H81・160cc
 BU1-39-1（70021840）

6-457-2 直運  ￥2,100
ホリデー（２ケ）
ロック S184　 HPN
φ70（内口径φ65）×H83・200cc
 BU1-39-2（70021850）

6-457-3 直運  ￥2,800
ホリデー（２ケ）
ハイボール S002　 HPN
φ64（内口径φ61）×H117・260cc
 BU1-39-3（70021860）

6-457-4 直運  ￥2,800
ホリデー（２ケ）
ハイボール S003　 HPN
φ65（内口径φ62）×H140・325cc
 BU1-39-4（70021870）

6-457-5 直運  ￥3,000
ホリデー（２ケ）
トール S004　 HPN
φ65（内口径φ61）×H155・355cc
 BU1-39-5（70021880）

6-457-6 直運  ￥3,400
ホリデー（２ケ）
トール S010　 HPN
φ70（内口径φ66）×H169・455cc
 BU1-39-6（70021890）

6-457-7 直運  ￥2,800
ホリデー（２ケ）
ロック S005　 HPN
φ78（内口径φ75）×H84・260cc
 BU1-39-7（70021910）

6-457-8 直運  ￥3,200
ホリデー（２ケ）
ロック S006　 HPN
φ80（内口径φ77）×H89・290cc
 BU1-39-8（70021920）

6-457-9 直運  ￥3,400
ホリデー（２ケ）
ロック S007　 HPN
φ85（内口径φ81）×H99・370cc
 BU1-39-9（70021930）

6-457-10 直運  ￥3,200
ホリデー（２ケ）
ハイボール S008　 HPN
φ78（内口径φ74）×H109・345cc
 BU1-39-10（70021940）

6-457-11 直運  ￥2,400
ホリデー（２ケ）
ロック S183　 HPN
φ78（内口径φ74）×H92・300cc
 BU1-39-11（70021950）

6-457-12 直運  ￥2,000
ホリデー（２ケ）
ロック S011　 HPN
φ72（内口径φ68）×H87・185cc
 BU1-39-12（70021960）

6-457-13 直運  ￥2,200
ホリデー（２ケ）
ロック S012　 HPN
φ75（内口径φ72）×H92・220cc
 BU1-39-13（70021970）

6-457-14 直運  ￥2,400
ホリデー（２ケ）
ロック S013　 HPN
φ79（内口径φ75）×H96・255cc
 BU1-39-14（70021980）

6-457-15 直運  ￥3,000
ホリデー（２ケ）
ハイボール S014　 HPN
φ87（内口径φ83）×H105・335cc
 BU1-39-15（70021990）

6-457-16 直運  ￥3,000
ホリデー（２ケ）
ハイボール S015　 HPN
φ80（内口径φ76）×H124・335cc
 BU1-39-16（70022010）

6-457-17 直運  ￥3,200
ホリデー（２ケ）
トール S016　 HPN
φ80（内口径φ76）×H145・405cc
 BU1-39-17（70022020）

※２個セットの単価です。ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

HOLIDAY SERIES　ホリデーシリーズ



※２個セットの単価です。ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。

ハッピーな休暇を楽しんでください。

6-458-1 直運  ￥2,800
ホリデー（２ケ）
ロック S080　 HPN
φ82（内口径φ78）×H99・300cc
 BU1-40-1（70022030）

6-458-2 直運  ￥3,200
ホリデー（２ケ）
ハイボール S081　 HPN
φ94（内口径φ90）×H103・395cc
 BU1-40-2（70022040）

6-458-3 直運  ￥3,600
ホリデー（２ケ）
トール S082　 HPN
φ83（内口径φ80）×H160・510cc
 BU1-40-3（70022050）

6-458-4 直運  ￥3,800
ホリデー（２ケ）
X-トール S083　 HPN
φ87（内口径φ84）×H194・655cc
 BU1-40-4（70022060）

6-458-5 直運  ￥3,000
ホリデー（２ケ）
トール S196　 HPN
φ63（内口径φ60）×H154・310cc
 BU1-40-5（70022070）

6-458-6 直運  ￥3,500
ホリデー（２ケ）
X-トール S197　 HPN
φ70（内口径φ66）×H181・445cc
 BU1-40-6（70022080）

6-458-7 直運  ￥2,800
バケーション（２ケ）
ロック S074　 HPN
φ78（内口径φ75）×H83・230cc
 BU1-40-7（70022090）

6-458-8 直運  ￥3,400
バケーション（２ケ）
ロック S169　 HPN
φ87（内口径φ85）×H90・310cc
 BU1-40-8（70022110）

6-458-9 直運  ￥2,800
バケーション（２ケ）
ハイボール S075　 HPN
φ87（内口径φ84）×H97・355cc
 BU1-40-9（70022120）

6-458-10 直運  ￥3,200
バケーション（２ケ）
トール S076　 HPN
φ77（内口径φ73）×H138・410cc
 BU1-40-10（70022130）

6-458-11 直運  ￥3,200
バケーション（２ケ）
トール S077　 HPN
φ64（内口径φ61）×H157・280cc
 BU1-40-11（70022140）

6-458-12 直運  ￥3,600
バケーション（２ケ）
トール S079　 HPN
φ72（内口径φ69）×H184・465cc
 BU1-40-12（70022150）

6-458-13 直運  ￥3,800
バケーション（２ケ）
X-トール S078　 HPN
φ89（内口径φ86）×H170・665cc
 BU1-40-13（70022160）

VACATION SERIES　バケーションシリーズ

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

HOLIDAY SERIES　ホリデーシリーズ



※２個セットの単価です。ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。

その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、
記憶に残るシーンを演出。

6-459-1 直運  ￥2,600
アニメーション（２ケ）
ビール S068　 HPN
φ84（内口径φ75）×H114・260cc BU1-41-1（70022170）

6-459-2 直運  ￥3,600
アニメーション（２ケ）
ビール S069　 HPN
φ95（内口径φ85）×H129・385cc BU1-41-2（70022180）

6-459-3 直運  ￥2,800
アニメーション（２ケ）
ピルスナー S084　 HPN
φ75（内口径φ69）×H159・285cc BU1-41-3（70022190）

6-459-4 直運  ￥3,200
アニメーション（２ケ）
ピルスナー S085　 HPN
φ86（内口径φ80）×H174・430cc BU1-41-4（70022210）

6-459-5 直運  ￥4,000
アニメーション（２ケ）
ピルスナー S086　 HPN
φ90（内口径φ84）×H196・520cc BU1-41-5（70022220）

6-459-6 直運  ￥4,400
アニメーション（２ケ）
ピルスナー S087　 HPN
φ98（内口径φ92）×H203・610cc BU1-41-6（70022230）

6-459-7 直運  ￥3,800
アニメーション（２ケ）
ピルスナー S163　 HPN
φ80（内口径φ75）×H209・485cc BU1-41-7（70022240）

6-459-8 直運  ￥4,600
アニメーション（２ケ）
ピルスナー S164　 HPN
φ83（内口径φ78）×H250・635cc BU1-41-8（70022250）

6-459-9 直運  ￥3,600
アニメーション（２ケ）
ピルスナー S048　 HPN
φ82（内口径φ74）×H238・415cc BU1-41-9（70022260）

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

ANIMATION SERIES　アニメーションシリーズ



※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。

底厚が有り安定感が有り安心仕様。

ロックアイス、ボトルを入れれば
瞬く光がお店のコンセプトをより引き立てます。

6-460-1 直運  ￥4,900
スプリング
ピッチャー 1.1ℓ S060　 HPN
179×113×H226 BU1-42-1（70022270）

6-460-2 直運  ￥6,400
スプリング
ピッチャー 2ℓ S061　 HPN
210×135×H269 BU1-42-2（70022280）

6-460-3 直運  ￥7,700
スプリング
ピッチャー 1.8ℓ S090　 HPN
217×148×H268 BU1-42-3（70022290）

6-460-4 直運  ￥6,300
スプリング
ピッチャー 1.4ℓ S143　 HPN
178×108×H228 BU1-42-4（70022310）

6-460-5 直運  ￥6,000
フラッシュ
アイスバケット 2ℓ S072　 HPN
224×159×H160 BU1-42-5（70022320）

6-460-6 直運  ￥11,000
フラッシュ
アイスバケット 5ℓ S073　 HPN
299×213×H208 BU1-42-6（70022330）

6-460-7 直運  ￥5,400
フラッシュ
アイスバケット 2.3ℓ S070　 HPN
227×166×Ｈ171 BU1-42-7（70022340）

6-460-8 直運  ￥10,500
フラッシュ
アイスバケット 3.7ℓ S071　 HPN
260×199×Ｈ242 BU1-42-8（70022350）

FLASH SERIES　フラッシュシリーズ

直運  商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

SPRING SERIES　スプリングシリーズ


