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■   クリスタルシリーズ

3-819-01 1600952
【PC】スタイリッシュワイングラス420 クリア　
¥2,700 φ180×H220 420cc 梱24

3-819-02 1600953
【PC】スタイリッシュワイングラス510 クリア　
¥2,800 φ186×H230 510cc 梱24

3-819-03 1600954
【PC】スタイリッシュワイングラス610 クリア　
¥3,000 φ186×H247 610cc 梱24

3-819-04 1600955
【PC】エレガントワイングラス290 クリア　
¥1,900 φ58×H180 290cc 梱96

3-819-05 1600956
【PC】エレガントワイングラス380 クリア　
¥2,100 φ63×H201 380cc 梱96

3-819-06 1600957
【PC】エレガントワイングラス450 クリア　
¥2,400 φ66×H217 450cc 梱72

3-819-07 1600958
【PC】エレガントワイングラス540 クリア　
¥2,600 φ72×H231 540cc 梱48

3-819-08 1600959
【PC】エレガントワイングラス625 クリア　
¥2,700 φ71×H245 635cc 梱48

3-819-09 1600960
【PC】チューリップワイングラス325 クリア　
¥2,100 φ60×H200 325cc 梱72

3-819-10 1600961
【PC】チューリップワイングラス645 クリア　
¥2,600 φ60×H238 645cc 梱48

3-819-11 1600962
【PC】シャンパングラス180 クリア　
¥1,500 φ66×H189 180cc 梱48

3-819-12 1600963
【PC】トールシャンパングラス180 クリア　
¥2,000 φ69×H224 180cc 梱48

【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応
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■   クリスタルシリーズ

3-820-07 1600972
【PC】ラグジュアリータンブラー490 クリア　
¥2,600 φ67×H127 490cc 梱144

3-820-06 1600971
【PC】ラグジュアリータンブラー370 クリア　
¥2,400 φ62×H115 370cc 梱144

3-820-05 1600970
【PC】ラグジュアリータンブラー230 クリア　
¥2,200 φ53×H100 230cc 梱144

3-820-04 1600969
【PC】ラグジュアリータンブラー520 クリア
¥2,600 φ75×H105 520cc 梱72

3-820-03 1600968
【PC】ラグジュアリータンブラー340 クリア
¥2,400 φ68×H95 340cc 梱144

3-820-02 1600967
【PC】ラグジュアリータンブラー270 クリア
¥2,200 φ62×H88 270cc 梱192

3-820-01 1600966
【PC】ラグジュアリータンブラー335 クリア
¥2,300 φ77×H84 335cc 梱144

3-820-08 1600973
【PC】アイスバスケット1900 クリア　
¥4,900 φ150×H145 1900cc 梱18

3-820-09 1600974
【PC】アイストング クリア M　
¥400 160×50×H35 梱288

3-820-10 1600975
【PC】ロックアイスバスケット3000 クリア　
¥7,000 φ195×H210 3000cc 梱12

3-820-11 1600976
【PC】ワイドアイスバスケット クリア　
¥20,000 430×350×H200 梱6

【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応
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■   クリスタルシリーズ

3-821-01 1600977
【TR】手捻り風タンブラー 
　　 425 クリア
¥2,100 φ90×H107 425cc 梱72

3-821-02 1600978
【TR】手捻り風タンブラー 
　　 550 クリア　
¥2,600 φ91×H140 550cc 梱54

3-821-03 1600979
【MS】泡入り手捻り風タンブラー 
　　  425 クリア　
¥1,700 φ90×H107 425cc 梱72

3-821-04 1600980
【MS】泡入り手捻り風タンブラー 
　　  550 クリア　
¥2,100 φ91×H140 550cc 梱54

3-821-05 1600981
【TR】薄張りタンブラー 
　　 440 クリア　
¥1,000 φ76×H124 440cc 梱72

3-821-06 1600982
【PC】クラッシュタンブラー 
　　 280 クリア　
¥1,700 95×92×H90 280cc 梱96

3-821-07 1600983
【PC】クラッシュタンブラー 
　　 500 クリア　
¥2,600 95×90×H158 500cc 梱48

3-821-08 1600984
【PC】ロックタンブラー300 クリア　
¥1,400 φ84×H92 300cc 梱72

3-821-09 1600985
【PC】ロックタンブラー395 クリア　
¥1,450 φ90×H103 395cc 梱72

3-821-10 1600986
【PC】ロックタンブラー480 クリア　
¥1,850 φ85×H143 480cc 梱48

3-821-11 1600987
【PC】シャインタンブラー280 クリア　
¥950 φ72×H114 280cc 梱72

3-821-12 1600988
【PC】シャインタンブラー360 クリア　
¥1,100 φ76×H135 360cc 梱72

3-821-13 1600989
【PC】シャインタンブラー420 クリア　
¥1,250 φ80×H140 420cc 梱54

【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応
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■   クリスタルシリーズ

3-822-01 1600990
【PC】ストライプタンブラー245 クリア　
¥750 φ69×H112 245cc 梱144

3-822-02 1600991
【PC】ストライプタンブラー300 クリア　
¥850 φ72×H123 300cc 梱144

3-822-03 1600992
【PC】ストライプタンブラー420 クリア　
¥1,150 φ84×H128 420cc 梱72

3-822-04 1600993
【PC】スラントタンブラー270 クリア　
¥800 φ72×H105 270cc 梱96

3-822-11 1601002
【PC】ウィングボール クリア L　
¥850 φ135×H55 梱216

3-822-05 1600994
【PC】スラントタンブラー360 クリア　
¥850 φ84×H128 360cc 梱96

3-822-07 1600996
【PC】ピルスナー440 クリア　
¥2,100 φ76×H219 440cc 梱36

3-822-12 1601003
【PC】ボートデザートカップ クリア　
¥1,750 228×102×H50 梱48

3-822-08 1600997
【PC】ピルスナー500 クリア　
¥1,650 φ80×H180 500cc 梱72

3-822-06 1600995
【PC】スラントタンブラー423 クリア　
¥1,000 φ84×H128 423cc 梱96

3-822-09 1600999
【PC】ビアマグ390 クリア　
¥2,200 φ78×H135 390cc 梱36

3-822-13 1601004
【PC】スレンダー 
　　 アイスクリームカップ クリア　
¥1,500 φ96×H123 梱75

3-822-10 1601000
【PC】ビアマグ430 クリア　
¥2,350 φ80×122×H170 430cc 梱48

3-822-14 1601005
【PC】ジュースマグ クリア　
¥2,700 φ78×102×H133 500cc 梱48

【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応
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陶器ガラス _23

■   クリスタルタンブラー 【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応

ダイナミックタンブラー

3-823-01 1600453
【PS】�スタックタンブラー�
200�クリア　
¥380 φ70×H79 200cc 梱200

3-823-02 1600454
【TR】�耐熱スタックタンブラー�
200�クリア　
¥650 φ70×H79 200cc 梱200

3-823-03 1600455
【PS】スタックタンブラー��
200�マット　
¥380 φ70×H79 200cc 梱200

3-823-04 1600456
【TR】�耐熱スタックタンブラー�
200�マット　
¥650 φ70×H79 200cc 梱200

3-823-05 1600457
【PS】�匠タンブラー�
300�クリア　
¥550 φ73×H120 300cc 梱150

3-823-06 1600458
【TR】�耐熱匠タンブラー�
300�クリア　
¥800 φ73×H120 300cc 梱150

3-823-07 1600459
【PS】�匠タンブラー�
420�クリア　
¥630 φ82×H130 420cc 梱150

3-823-08 1600460
【TR】�耐熱匠タンブラー�
420�クリア　
¥900 φ82×H130 420cc 梱150

3-823-09 1600461
【PS】�匠タンブラー�
475�クリア　
¥700 φ84×H140 475cc 梱150

3-823-10 1600462
【TR】�耐熱匠タンブラー�
475�クリア　
¥1,000 φ84×H140 475cc 梱150

3-823-13 1600466
【PC】�グラビティータンブラー�
200�クリア　
¥730 φ73×H74 200㏄ 梱192

3-823-14 1600467
【PC】�グラビティータンブラー
260�クリア　
¥860 φ78×H87 260㏄ 梱144

3-823-15 1600468
【PC】�リフレクトタンブラー�
260�クリア　
¥1,000 φ75×H103 260㏄ 梱72

3-823-16 1600469
【PC】�リフレクトタンブラー
360�クリア　
¥1,050 φ75×H125 360㏄ 梱144

3-823-17 1600470
【PC】�リフレクトタンブラー
410�クリア　
¥1,100 φ76×H136 410㏄ 梱144

3-823-18 1600471
【PC】�リフレクトタンブラー
480�クリア　
¥1,150 φ81×H138 480㏄ 梱144

スタックタンブラー 匠タンブラー

�リフレクトタンブラー

グラビティータンブラー

3-823-11 1600463
【PS】�ダイナミックタンブラー
350�クリア　
¥550 φ85×H93 350cc 梱150

3-823-12 1600464
【PS】�ダイナミックタンブラー
370�クリア　
¥610 φ85×H103 370cc 梱150

※海外生産の為、在庫が無い場合にはお時間を要する場合があります。823



陶器ガラス _24

■   クリスタルタンブラー

3-824-01 1600472
【PC】ベーシックタンブラー
�245�クリア　
¥700 φ70×H112 245㏄ 梱144

3-824-02 1600473
【PC】�ベーシックタンブラー
295�クリア　
¥850 φ75×H120 295㏄ 梱72

3-824-03 1600474
【PC】�ベーシックタンブラー
355�クリア　
¥1,000 φ78×H127 355㏄ 梱54

3-824-04 1600475
【PC】�ベーシックタンブラー
400�クリア　
¥1,100 φ82×H130 400㏄ 梱48

3-824-05 1600476
【PC】�ベーシックタンブラー
440�クリア　
¥1,150 φ84×H140 440㏄ 梱72

3-824-06 1600477
【PC】�ベーシックタンブラー
600�クリア　
¥1,450 φ92×H155 600㏄ 梱48

3-824-07 1600478
【PC】�ベーシックタンブラー
245�アンバー　
¥700 φ70×H112 245㏄ 梱144

3-824-08 1600479
【PC】�ベーシックタンブラー
295�アンバー　
¥850 φ75×H120 295㏄ 梱72

3-824-09 1600480
【PC】�ベーシックタンブラー
355�アンバー　
¥1,000 φ78×H127 355㏄ 梱54

3-824-10 1600481
【PC】�ベーシックタンブラー
400�アンバー　
¥1,100 φ82×H130 400㏄ 梱48

3-824-11 1600482
【PC】�ベーシックタンブラー
440�アンバー　
¥1,150 φ84×H140 440㏄ 梱72

3-824-12 1600483
【PC】�ベーシックタンブラー
600�アンバー　
¥1,450 φ92×H155 600㏄ 梱48

3-824-13 1600484
【PC】�エレガンスタンブラー
300�クリア　
¥950 φ74×H114 300㏄ 梱144

3-824-14 1600485
【PC】�エレガンスタンブラー
440�クリア　
¥1,100 φ80×H145 440㏄ 梱140

3-824-15 1600486
【PC】�エレガンスタンブラー
590�クリア　
¥1,350 φ88×H159 590㏄ 梱125

3-824-16 1600487
【PC】�エレガンスタンブラー
720�クリア　
¥1,500 φ92×H174 720㏄ 梱96

3-824-17 1600488
【PC】�エレガンスタンブラー
800�クリア　
¥1,750 φ94×H195 800㏄ 梱80

ベーシックタンブラー

エレガンスタンブラー

※海外生産の為、在庫が無い場合にはお時間を要する場合があります。 824
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陶器ガラス _25

■   クリスタルタンブラー

3-825-01 1600489
【PC】�フィットタンブラー�
160�クリア　
¥650 φ75×H70 160㏄ 梱108

3-825-02 1600490
【PC】�フィットタンブラー�
210�クリア　
¥750 φ83×H78 210㏄ 梱144

3-825-03 1600491
【PC】�フィットタンブラー�
300�クリア　
¥1,000 φ90×H88 300㏄ 梱96

3-825-04 1600492
【PC】�フィットタンブラー�
425�クリア　
¥1,200 φ95×H114 425㏄ 梱96

3-825-05 1600493
【PC】�フィットタンブラー�
540�クリア　
¥1,300 φ100×H128 540㏄ 梱144

3-825-06 1600494
【PC】�フィットタンブラー�
620�クリア　
¥1,600 φ100×H149 620㏄ 梱64

3-825-07 1600495
【PC】�フィットタンブラー�
730�クリア　
¥1,850 φ100×H174 730㏄ 梱48

3-825-08 1600496
【PC】�フィットタンブラー�
160�レモン　
¥650 φ75×H70 160㏄ 梱108

3-825-09 1600497
【PC】�フィットタンブラー�
210�レモン　
¥750 φ83×H78 210㏄ 梱144

3-825-10 1600498
【PC】�フィットタンブラー�
300�レモン　
¥1,000 φ90×H88 300㏄ 梱96

3-825-11 1600499
【PC】�フィットタンブラー�
425�レモン　
¥1,200 φ95×H114 425㏄ 梱96

3-825-12 1600500
【PC】�フィットタンブラー�
540�レモン　
¥1,300 φ100×H128 540㏄ 梱144

3-825-13 1600501
【PC】�フィットタンブラー�
620�レモン　
¥1,600 φ100×H149 620㏄ 梱64

3-825-14 1600502
【PC】�フィットタンブラー�
730�レモン　
¥1,850 φ100×H174 730㏄ 梱48

3-825-15 1600503
【PC】�フィットタンブラー�
160�マリン　
¥650 φ75×H70 160㏄ 梱108

3-825-16 1600504
【PC】�フィットタンブラー�
210�マリン　
¥750 φ83×H78 210㏄ 梱144

3-825-17 1600505
【PC】�フィットタンブラー�
300�マリン　
¥1,000 φ90×H88 300㏄ 梱96

3-825-18 1600939
【PC】�フィットタンブラー�
425�マリン　
¥1,200 φ95×H114 425㏄ 梱96

フィットタンブラー

※海外生産の為、在庫が無い場合にはお時間を要する場合があります。825



陶器ガラス _26

■   クリスタルタンブラー

3-826-01 1600506
【PC】�スタイリッシュタンブラー　
250�クリア　
¥650 φ66×H99 250㏄ 梱72

3-826-02 1600940
【PC】スタイリッシュタンブラー　
�280�クリア　
¥800 φ70×H110 280㏄ 梱72

3-826-03 1600507
【PC】�スタイリッシュタンブラー　
360�クリア　
¥850 φ72×H125 360㏄ 梱72

3-826-04 1600508
【PC】�スタイリッシュタンブラー　
500�クリア　
¥900 φ80×H145 500㏄ 梱72

3-826-05 1600509
【PC】�スタイリッシュタンブラー　
250�アンバー　
¥650 φ66×H99 250㏄ 梱72

3-826-06 1600510
【PC】�スタイリッシュタンブラー　
280�アンバー　
¥800 φ70×H110 280㏄ 梱72

3-826-07 1600511
【PC】�スタイリッシュタンブラー　
360�アンバー　
¥850 φ72×H125 360㏄ 梱72

3-826-08 1600512
【PC】�スタイリッシュタンブラー　
500�アンバー　
¥900 φ80×H145 500㏄ 梱72

3-826-09 1600513
【PC】�フリーカップ270
クリア　
¥1,100 φ83×H89 270㏄ 梱150

3-826-10 1600514
【PC】�フリーカップ270
レモン　
¥1,100 φ83×H89 270㏄ 梱150

3-826-11 1600515
【PC】�フリーカップ270
マリン　
¥1,100 φ83×H89 270㏄ 梱150

3-826-12 1600516
【PC】�フリーカップ270
ピーチ　
¥1,100 φ83×H89 270㏄ 梱150

3-826-13 1600517
【PC】�フリーカップ270
フォレスト　
¥1,100 φ83×H89 270㏄ 梱150

3-826-14 1600518
【PC】�フリーカップ360
クリア　
¥1,300 φ83×H114 360㏄ 梱100

3-826-15 1600519
【PC】�フリーカップ360
レモン　
¥1,300 φ83×H114 360㏄ 梱100

3-826-16 1600520
【PC】�フリーカップ360
マリン　
¥1,300 φ83×H114 360㏄ 梱100

3-826-17 1600521
【PC】�フリーカップ360
ピーチ　
¥1,300 φ83×H114 360㏄ 梱100

3-826-18 1600522
【PC】�フリーカップ360
フォレスト　
¥1,300 φ83×H114 360㏄ 梱100

スタイリッシュタンブラー

フリーカップ270

フリーカップ360

※海外生産の為、在庫が無い場合にはお時間を要する場合があります。 826
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陶器ガラス _27

■   クリスタルグラス・クリスタルワイングラス

3-827-01 1600523
【PC】�ピルスナー395�クリア　
¥1,500 φ70×H235 395㏄ 梱96

3-827-02 1600524
【PC】�ピルスナー415�クリア　
¥1,700 φ85×H188 415㏄ 梱48

3-827-03 1600525
【PC】�ゴブレット380�クリア　
¥2,200 φ76×H177 380㏄ 梱48

3-827-04 1600526
【PC】�ビアマグ500�クリア　
¥2,600 φ83×127×H158 500㏄ 梱72

3-827-05 1600527
【PC】�シャンパングラス150�クリア　
¥1,200 φ50×H220 150㏄ 梱96

3-827-06 1600528
【PC】�カクテルグラス300�クリア　
¥1,100 φ118×H168 300㏄ 梱48

3-827-07 1600529
【PC】�ワイングラス395�クリア　
¥1,800 φ61×H210 395㏄ 梱72

※海外生産の為、在庫が無い場合にはお時間を要する場合があります。827



陶器ガラス _28

■   クリスタルピッチャー・ワインクーラー

3-828-01 1600530
【PC】�ピッチャー1450�クリア　
¥5,000 φ140×H223 1450㏄ 梱24

3-828-02 1600531
【PC】�ピッチャー1400�クリア　
¥3,300 φ125×H200 1400㏄ 梱18

3-828-03 1600532
【PC】�ピッチャー890�クリア　
¥3,400 φ107×H170 890㏄ 梱48

3-828-04 1600533
【PC】�デキャンタ890�クリア　
¥3,600 φ93×H215 890㏄ 梱48

3-828-05 1600534
【AC】�アイスペール1000�クリア　
¥4,100 φ120×H140 1000㏄ 梱12

3-828-06 1600535
【M】�シャンパンクーラー3500�金石目ぼかし　
¥12,000 φ209×H151 3500㏄ 梱120

3-828-07 1600536
【M】�シャンパンクーラー3500�銀石目ぼかし　
¥12,000 φ209×H151 3500㏄ 梱20

※①〜⑤は海外生産の為、在庫が無い場合にはお時間を要する場合があります。

3-828-08 1601248
【M】桶ワインクーラー�白木帯金　
¥4,200 φ160×H175 梱24

3-828-09 1601249
【M】水差し�金石目ぼかし　
¥8,800 φ85×95×H200 梱30

3-828-10 1601250
【M】水差し�銀石目ぼかし　
¥8,800 φ85×95×H200 梱30

3-828-11 1600537 SS　¥1,100 145�梱200

【ステンレス】�ストレートアイストング

3-828-12 1600538 S　�¥1,200 155�梱200

3-828-13 1600539 M　�¥1,800 180�梱200

3-828-14 1600540 L　� ¥1,900 217�梱200

3-828-15 1600541
【ステンレス】�アイストング　
¥1,600 183 梱200
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陶器ガラス _29

■   クルールシリーズ

クリア

クリア

クリア

クリア

グリーン

グリーン

グリーン

グリーン

サックス

サックス

サックス

サックス

ピンク

ピンク

ピンク

ピンク
オレンジ

オレンジ

オレンジ

オレンジ

クリア

クリアグリーン
グリーン

サックス

サックスピンク
ピンク

オレンジ オレンジ

3-829-01 1601251 クリア� ¥1,100 φ165×H89�梱50
【AS】クルールボール（L）

3-829-02 1601252
3-829-03 1601253
3-829-04 1601254
3-829-05 1601255

クリアピンク� ¥1,100 φ165×H89�梱50
クリアオレンジ� ¥1,100 φ165×H89�梱50
クリアグリーン� ¥1,100 φ165×H89�梱50
クリアサックス� ¥1,100 φ165×H89�梱50

3-829-11 1601261 クリア� ¥1,200 φ240×H24�梱50
【AS】クルールプレート（L）

3-829-12 1601262
3-829-13 1601263
3-829-14 1601264
3-829-15 1601265

クリアピンク� ¥1,200 φ240×H24�梱50
クリアオレンジ� ¥1,200 φ240×H24�梱50
クリアグリーン� ¥1,200 φ240×H24�梱50
クリアサックス� ¥1,200 φ240×H24�梱50

3-829-21 1601271 クリア� ���¥750 φ87×H124�梱50
【AS】クルールタンブラー�450

3-829-22 1601272
3-829-23 1601273
3-829-24 1601274
3-829-25 1601275

クリアピンク　����¥750 φ87×H124�梱50
クリアオレンジ　����¥750 φ87×H124�梱50
クリアグリーン　����¥750 φ87×H124�梱50
クリアサックス　����¥750 φ87×H124�梱50

3-829-06 1601256 クリア� ���¥700 φ125×H69�梱50
【AS】クルールボール（S）

3-829-07 1601257
3-829-08 1601258
3-829-09 1601259
3-829-10 1601260

クリアピンク　����¥700 φ125×H69�梱50
クリアオレンジ　����¥700 φ125×H69�梱50
クリアグリーン　����¥700 φ125×H69�梱50
クリアサックス　����¥700 φ125×H69�梱50

3-829-16 1601266 クリア� ¥1,000 φ180×H12�梱50
【AS】クルールプレート（S）

3-829-17 1601267
3-829-18 1601268
3-829-19 1601269
3-829-20 1601270

クリアピンク� ¥1,000 φ180×H12�梱50
クリアオレンジ� ¥1,000 φ180×H12�梱50
クリアグリーン� ¥1,000 φ180×H12�梱50
クリアサックス� ¥1,000 φ180×H12�梱50

3-829-26 1601276 クリア� ���¥700 φ82×H110�梱50
【AS】クルールタンブラー�370

3-829-27 1601277
3-829-28 1601278
3-829-29 1601279
3-829-30 1601280

クリアピンク　����¥700 φ82×H110�梱50
クリアオレンジ　����¥700 φ82×H110�梱50
クリアグリーン　����¥700 φ82×H110�梱50
クリアサックス　����¥700 φ82×H110�梱50

829
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■   タンブラー【TA】【木質】【PET】【PBT】【PC】【TR】【メラミン】【CE】マークは 洗浄機対応

3-830-01 1600556
【PET】�耐熱ろくろタンブラー��

白�　�PC加工�　�　
¥1,100 φ64×H109 梱150

3-830-02 1600557
【PET】�耐熱ダイナミックタンブラー�S�

白�　�PC加工�　�　�
¥1,050 φ85×H93 梱150

3-830-03 1600558
【PET】�耐熱ダイナミックタンブラー�M�

白�　�PC加工�　��　
¥1,100 φ85×H103 梱150

3-830-04 1600559
【PBT】�耐熱なじみタンブラー�S�

白�　�PC加工�　���
¥900 φ75×H85 梱150

3-830-05 1600560
【PBT】�耐熱なじみタンブラー�M�

白�　�PC加工�　��　
¥1,050 φ87×H93 梱150

3-830-06 1600561
【PBT】�耐熱なじみタンブラー��

白�　�PC加工�　�　
¥1,150 φ85×H110 梱150

3-830-07 1600562
【PBT】�耐熱刷毛目タンブラー��

白�　�PC加工�　�　
¥1,150 φ86×H92 梱150

3-830-08 1600563
【PET】�耐熱マグカップ��

白�　�PC加工�　�　
¥1,500 φ90×H115 梱150

3-830-09 1600564
【PET】�耐熱蓋付マグカップ��

白�　�PC加工�　�　
¥1,350 φ90×H115 梱150

3-830-10 1600565
【PET】�耐熱蓋付マグカップ（蓋）��

白�　�PC加工�　�　
¥600 φ90×H20 梱300

3-830-11 1600566
【PET】�耐熱ろくろタンブラー��

黒石目　
¥1,000 φ64×H109 梱150

3-830-12 1600567
【PET】�耐熱ダイナミックタンブラー�S�

黒石目�　
¥1,000 φ85×H93 梱150

3-830-13 1600568
【PET】�耐熱ダイナミックタンブラー�M�

黒石目�　
¥1,050 φ85×H103 梱150

3-830-14 1600569
【PBT】�耐熱なじみタンブラー�S�

黒石目�　
¥900 φ75×H85 梱150

3-830-15 1600570
【PBT】�耐熱なじみタンブラー�M�

黒石目�　
¥980 φ87×H93 梱150

3-830-16 1600571
【PBT】�耐熱なじみタンブラー�L�

黒石目�　
¥1,100 φ85×H110 梱150

3-830-17 1600572
【PBT】�耐熱刷毛目タンブラー��

黒石目　
¥1,100 φ86×H92 梱150

3-830-18 1600573
【PET】�耐熱マグカップ��

黒石目　
¥1,450 φ90×H115 梱150

3-830-19 1600574
【PET】耐熱蓋付マグカップ��
　　　黒石目　
¥1,250 φ90×H115 梱150

3-830-20 1600575
【PET】�耐熱蓋付マグカップ（蓋）��

黒石目　
¥620 φ90×H20 梱300

3-830-21 1600576
【PET】�耐熱ろくろタンブラー��

チーク刷毛目　
¥1,700 φ64×H109 梱150

3-830-22 1600577
【PET】�耐熱ダイナミックタンブラー�S�

チーク刷毛目�　
¥1,700 φ85×H93 梱150

3-830-23 1600578
【PET】�耐熱ダイナミックタンブラー�M�

チーク刷毛目�　
¥1,750 φ85×H103 梱150

3-830-24 1600579
【PBT】�耐熱なじみタンブラー�S�

チーク刷毛目�　
¥1,600 φ75×H85 梱150

3-830-25 1600580
【PBT】�耐熱なじみタンブラー�M�

チーク刷毛目�　
¥1,700 φ87×H93 梱150

3-830-26 1600581
【PBT】�耐熱なじみタンブラー�L�

チーク刷毛目�　
¥1,750 φ85×H110 梱150

3-830-27 1600582
【PBT】�耐熱刷毛目タンブラー��

チーク刷毛目　
¥1,800 φ86×H92 梱150

3-830-28 1600583
【PET】�耐熱マグカップ��

チーク刷毛目　
¥2,150 φ90×H115 梱150

3-830-29 1600584
【PET】�耐熱蓋付マグカップ��

チーク刷毛目　
¥1,950 φ90×H115 梱150

3-830-30 1600585
【PET】�耐熱蓋付マグカップ（蓋）��

チーク刷毛目　
¥1,300 φ90×H20 梱300
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陶器ガラス _31

■   DURALEX

3-831-01 1600586
【ガラス】 ピカルディー 90 クリア 
¥470 φ65×H67 90㏄ 梱144（6×24）

3-831-02 1600587
【ガラス】 ピカルディー 130 クリア 　
¥610 φ69×H72 130㏄ 梱72（6×12）

3-831-03 1600588
【ガラス】 ピカルディー 160 クリア 　
¥700 φ75×H78 160㏄ 梱72（6×12）

3-831-04 1600589
【ガラス】 ピカルディー 220 クリア 　
¥760 φ81×H84 220㏄ 梱72（6×12）

3-831-05 1600590
【ガラス】 ピカルディー 250 クリア 　
¥830 φ86×H90 250㏄ 梱72（6×12）

3-831-06 1600591
【ガラス】 ピカルディー 310 クリア 　
¥990 φ90×H94 310㏄ 梱48（6×8）

3-831-07 1600592
【ガラス】 ピカルディー 360 クリア 　
¥1,450 φ88×H124 360㏄ 梱48（6×8）

3-831-08 1600593
【ガラス】 ピカルディー 500 クリア 　
¥1,700 φ94×H145 500㏄ 梱24（6×4）

3-831-09 1600594
【ガラス】 プリズム 170 クリア 　
¥840 φ74×H78 170㏄ 梱48（6×8）

3-831-10 1600595
【ガラス】 プリズム 220 クリア 　
¥940 φ79×H96 220㏄ 梱48（6×8）

3-831-11 1600596
【ガラス】 プリズム 275 クリア 　
¥1,000 φ87×H92 275㏄ 梱48（6×8）

3-831-12 1600597
【ガラス】 プリズム 330 クリア 　
¥1,500 φ81×H125 330㏄ 梱48（6×8）

3-831-13 1600598
【ガラス】 プリズム 400 クリア 　
¥1,700 φ93×H102 400㏄ 梱24（6×4）

3-831-14 1600599

220　 ¥830  φ81×H84 220㏄ 梱72（6×12）

【ガラス】ピカルディー マリン　

3-831-15 1600600

250　 ¥920  φ86×H90 250㏄ 梱72（6×12）

3-831-16 1600601

310　 ¥1,100  φ90×H94 310㏄ 梱48（6×8）

3-831-17 1600602

360　 ¥1,500  φ88×H124 360㏄ 梱48（6×8）

3-831-18 1600603

170　 ¥860  φ74×H78 170㏄ 梱48（6×8）

【ガラス】プリズム マリン　

3-831-19 1600604

220　 ¥990  φ79×H96 220㏄ 梱48（6×8）

3-831-20 1600605

275　 ¥1,100  φ87×H92 275㏄ 梱48（6×8）

3-831-21 1600606

330　 ¥1,500  φ81×H125 330㏄ 梱48（6×8）

1939 年、フランスに最初のガラス工場を設立。
同年 DURALEX の原点である〈全面物理強化〉の
開発に成功。
世界初の強化ガラス製タンブラーを生んだ世界
的ブランド。

ピカルディー

ピカルディー マリン プリズム マリン

プリズム

※小箱単位での発注をお願いします。  ※輸入品のため、長期欠品、予告無しの商品価格の変更および、
商品の仕様、デザインの変更、中止等行なう場合がありますので、よろしくご了承下さいますようお願いします。831
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■   DURALEX

3-832-03 1600609
【ガラス】�リススタックボウル��
� 120�クリア　
¥580 φ90×H36 120㏄ 梱72

3-832-04 1600610
【ガラス】�リススタックボウル��
� 200�クリア　
¥710 φ105×H43 200㏄ 梱72

3-832-05 1600611
【ガラス】�リススタックボウル��
� 310�クリア　
¥920 φ120×H49 310㏄ 梱72

3-832-06 1600612
【ガラス】�リススタックボウル��
� 500�クリア　
¥1,150 φ140×H57 500㏄ 梱48

3-832-07 1600613
【ガラス】�リススタックボウル��
� 970�クリア　
¥1,750 φ170×H69 970㏄ 梱24

3-832-08 1600614
【ガラス】�リススタックボウル��
� 1500�クリア　
¥2,700 φ200×H82 1500㏄ 梱24

3-832-01 1600607
【ガラス】リススタックボウル��
� 36�クリア　
¥420 φ60×H24 36㏄ 梱96（4×24）

3-832-02 1600608
【ガラス】リススタックボウル��
� 70�クリア　
¥510 φ75×H30 70㏄ 梱96（4×24）

3-832-09 1600615

130　� ¥700  φ85×H40 130㏄�梱96（4×24）

【ガラス】ラメキン�クリア　

3-832-10 1600616

240　�¥1,200  φ100×H48 240㏄�梱48（4×12）

3-832-11 1600617

90　�¥490  φ58×H60 90㏄�梱72（6×12）

【ガラス】ジゴン�クリア　

3-832-12 1600618

160　�¥580  φ70×H69 160㏄�梱72（6×12）

3-832-13 1600619

220　�¥680  φ79×H77 220㏄�梱72（6×12）

3-832-14 1600620
【ガラス】ジゴン�ソーサー�クリア　
¥770 φ134×H18 梱72（6×12）

3-832-15 1600621
【ガラス】カレボウル�150�クリア　
¥830 φ90×39 150㏄ 梱72（6×12）

3-832-16 1600622
【ガラス】カレボウル�300�クリア　
¥860 φ110×46 300㏄ 梱72（6×12）

3-832-17 1600623
【ガラス】カレボウル�610�クリア　
¥1,650 φ140×58 610㏄ 梱24（6×4）

3-832-18 1600624
【ガラス】カレボウル�1150�クリア
¥2,000 φ170×67 1150㏄ 梱24（6×4）

3-832-19 1600625
【ガラス】カレボウル�2000�クリア　
¥2,250 φ200×H78 2000㏄ 梱24（6×4）

3-832-20 1600626
【ガラス】リススーププレート��
� 145丸�クリア　
¥860 φ145×33 梱72（6×12）

3-832-21 1600627
【ガラス】リススーププレート��
� 230丸�クリア　
¥1,200 φ230×36 梱48（6×8）

3-832-22 1600628
【ガラス】リススーププレート��
� 203丸�クリア　
¥1,300 φ203×46 梱48（6×8）

3-832-23 1600629
【ガラス】リススーププレート��
� 280丸�クリア　
¥2,650 φ280×53 梱24（6×4）

リススタックボウル

カレボウル

ラメキン ジゴン

リススーププレート

※小箱単位での発注をお願いします。��※輸入品のため、長期欠品、予告無しの商品価格の変更および、
商品の仕様、デザインの変更、中止等行なう場合がありますので、よろしくご了承下さいますようお願いします。 832
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■   Bormioli Rocco

3-833-08 1600637
【スチール】 スチールソーサー（小）　
¥870 φ105×H8 梱240

3-833-09 1600638
【スチール】 スチールソーサー（大）　
¥1,100 φ128×H12 梱240

3-833-01 1600630
【ガラス】ビバ 170 クリア　
¥750 φ74×H75 170㏄ 梱72（6×12）

3-833-02 1600631
【ガラス】ビバ 270 クリア　
¥1,050 φ83×H86 270㏄ 梱48（6×8）

3-833-03 1600632
【ガラス】ビバ 350 クリア　
¥1,300 φ91×H95 350㏄ 梱48（6×8）

3-833-04 1600633
【ガラス】ビバ マグ 310 クリア　
¥1,850 φ87×H99 310㏄ 梱24（6×4）

3-833-05 1600634
【ガラス】オスロ 100 クリア　
¥1,250 φ67×H62 100㏄ 梱54（6×9）

3-833-06 1600635
【ガラス】オスロ 220 クリア　
¥1,500 φ82×H96 220㏄ 梱48（6×8）

3-833-07 1600636
【ガラス】オスロ 330 クリア　
¥1,600 φ89×H107 330㏄ 梱48（4×12）

3-833-10 1600639
【ガラス】ミズーレ 250 クリア　
¥1,350 φ68×H190 250㏄ 梱36（12×3）

3-833-11 1600640
【ガラス】ミズーレ 500 クリア　
¥1,750 φ84×H240 500㏄ 梱36（12×3）

3-833-12 1600641
【ガラス】ミズーレ 1000 クリア　
¥2,450 φ108×H260 1000㏄ 梱24（12×2）

3-833-13 1600642
【ガラス】ビストロジャグ 300 クリア　
¥1,400 φ62×H115 300㏄ 梱48（24×2）

3-833-14 1600643
【ガラス】ビストロジャグ 600 クリア　
¥1,650 φ77×H145 600㏄ 梱36（12×3）

3-833-15 1600644
【ガラス】ビストロジャグ 1200 クリア　
¥2,050 φ93×H186 1200㏄ 梱30（6×5）

1825 年、パルマに最初のガラス工場を設立
イタリア市場だけでなく、世界的に

「Made in Italy」の秀逸さをアピール。

※小箱単位での発注をお願いします。  ※輸入品のため、長期欠品、予告無しの商品価格の変更および、
商品の仕様、デザインの変更、中止等行なう場合がありますので、よろしくご了承下さいますようお願いします。833
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■   Bormioli  Rocco

3-834-16 1600660
【ガラス】�ビバ�ボウル�170丸�マリン　
¥1,750 φ170×H72 梱48

3-834-01 1600645
【ガラス】ミスターシェフ�50�クリア　
¥620 φ90×H37 50㏄ 梱144（36×4）

3-834-02 1600646
【ガラス】ミスターシェフ�100�クリア　
¥920 φ110×H48 100㏄ 梱96（24×4）

3-834-03 1600647
【ガラス】ミスターシェフ�250�クリア　
¥1,200 φ140×H61 250㏄ 梱48（24×2）

3-834-04 1600648
【ガラス】ミスターシェフ�500�クリア　
¥2,100 φ170×H75 500㏄ 梱36（12×3）

3-834-05 1600649
【ガラス】ミスターシェフ�1000�クリア　
¥2,950 φ220×H97 1000㏄ 梱24（6×4）

3-834-06 1600650
【ガラス】ミスターシェフ�2000�クリア　
¥4,350 φ260×H112 2000㏄ 梱18（6×3）

3-834-07 1600651
【ガラス】ミスターシェフ�3000�クリア　
¥5,150 φ300×H127 3000㏄ 梱12（6×2）

3-834-08 1600652
【ガラス】ビバ�ボウル�120丸�クリア　
¥800 φ120×H50 梱96（24×4）

3-834-09 1600653
【ガラス】ビバ�ボウル�140丸�クリア　
¥1,050 φ140×H60 梱72（6×12）

3-834-10 1600654
【ガラス】ビバ�ボウル�145丸�クリア　
¥1,050 φ145×H33 梱72（6×12）

3-834-11 1600655
【ガラス】ビバ�ボウル�200丸�クリア　
¥2,100 φ200×H86 梱36（6×6）

3-834-12 1600656
【ガラス】ビバ�ボウル�230丸�クリア　
¥2,750 φ230×H100 梱24（6×4）

3-834-13 1600657
【ガラス】ビバ�ボウル�260丸�クリア　
¥3,550 φ260×H114 梱18（6×3）

3-834-14 1600658
【ガラス】ビバ�ボウル�290丸�クリア　
¥4,100 φ290×H130 梱12（6×2）

3-834-15 1600659
【ガラス】ビバ�ボウル�140丸�マリン　
¥1,200 φ140×H60 梱72（6×12）

3-834-17 1600661
【ガラス】ビバ�ボウル�200丸�マリン　
¥2,350 φ200×H86 梱36（6×6）

3-834-18 1600662
【ガラス】ビバ�ボウル�260丸�マリン　
¥3,800 φ260×H114 梱18（6×3）

3-834-19 1600663
【ガラス】エリクシィボウル�
� 140丸�GY　
¥1,200 φ140×H53 梱72（12×6）

3-834-20 1600664
【ガラス】エリクシィボウル�
� 230丸�GY　
¥2,850 φ230×H88 梱24（6×4）

3-834-21 1600665
【ガラス】プリマベラ�
� 240�クリア�　
¥1,650 φ135×H137 240㏄ 梱30（6×5）

3-834-22 1600666
【ガラス】アラスカ�デザート�
� 260�クリア�　
¥1,150 φ104×H94 260㏄ 梱72（12×6）

3-834-23 1600667
【ガラス】ジェルバ�
� 360�クリア�　
¥1,750 φ110×H140 360㏄ 梱30（6×5）

※小箱単位での発注をお願いします。��※輸入品のため、長期欠品、予告無しの商品価格の変更および、
商品の仕様、デザインの変更、中止等行なう場合がありますので、よろしくご了承下さいますようお願いします。

エリクシィボウル

ビバ ボウル マリン

ビバ ボウル クリア

ミスターシェフ クリア
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陶器ガラス _35

■   Borgonovo

Borgonovo
1950 年、イタリア、Borgonovo（ミラノから西 80km）に設立。
今、ヨーロッパで最も勢いのあるガラスメーカー。
ドライブワイン
ドライブワイングラスは、ボルゴノーボ社のエアーレーティングワイングラスです。
エアーレーディングワイングラスにワインを注ぎ、グラスを水平に逆時計回りに回すことでワ
インはグラス内部の設計されたリブに激しくぶつかり、物理的な科学変化を起こします。
このディキャンティング効果により、ワインに含まれた二酸化炭素が減少します。
ワインのコルクを開け、時間をかけてデキャンティングする必要を省くことができます。
素早い酸素処理により、ボトルを開け、すぐにグラスに注ぎ、ワインを楽しむことができます。

3-835-01 1600668
【ガラス】ドライブ（ミストラル） 
 640 クリア
¥2,100 φ68×H252 640㏄ 梱48（6×8）

3-835-02 1600669
【ガラス】ドライブ（ミストラル） 
 700 クリア　
¥2,300 φ74×244 700㏄ 梱48（6×8）

3-835-03 1600670
【ガラス】パラディオ スクウェア  
 280 クリア　
¥990 φ81×H93 280㏄ 梱108（6×14）

3-835-04 1600671
【ガラス】パラディオ スクウェア 
 350 クリア　
¥1,200 φ86×H98 350㏄ 梱60（6×10）

3-835-05 1600672
【ガラス】パラディオ スクウェア 
 320 クリア　
¥700 φ70×H140 320㏄ 梱72（6×12）

3-835-06 1600673
【ガラス】パラディオ スクウェア 
 420 クリア　
¥1,500 φ77×H154 420㏄ 梱30（6×5）

3-835-07 1600674
【ガラス】パンテノン 400 クリア　
¥1,400 φ65×H210 400㏄ 梱30（6×5）

3-835-08 1600675
【ガラス】パンテノン 680 クリア　
¥1,700 φ76×H243 680㏄ 梱30（6×5）

3-835-09 1600676
【ガラス】 デュカール 490 クリア　
¥760 φ70×H115 490㏄ 梱72（3×24）

3-835-10 1600677
【ガラス】デュカール 520 クリア　
¥970 φ78×H98 520㏄ 梱48（3×16）

3-835-11 1600678
【ガラス】セリエ 65 クリア　
¥490 φ58×H70 65㏄ 梱144（24×6）

3-835-12 1600679
【ガラス】セリエ 140 クリア　
¥700 φ68×H109 140㏄ 梱120（12×10）

3-835-13 1600680
【ガラス】 セリエ 225 クリア　
¥930 φ104×H90 225㏄ 梱60（6×10）

3-835-14 1600681
【ガラス】セリエ  250 クリア　
¥940 φ91×H108 250㏄ 梱48（6×8）

セリエ

パラディオ スクウェア

ドライブ（ミストラル）

パンテノン デュカール

※小箱単位での発注をお願いします。  ※輸入品のため、長期欠品、予告無しの商品価格の変更および、
商品の仕様、デザインの変更、中止等行なう場合がありますので、よろしくご了承下さいますようお願いします。835



陶器ガラス _36

■   Borgonovo

3-836-20 1600701
【ガラス】�プリミツィエ�3100�クリア　
¥4,800 φ100×H210 3100㏄ 梱6

3-836-21 1600702
【ガラス】��プリミツィエ�4250�クリア　
¥5,450 φ110×H257 4250㏄ 梱6

3-836-01 1600682
【ガラス】ロンドン�190�クリア　
¥900 φ73×H110 190㏄ 梱72（3×24）

3-836-02 1600683
【ガラス】ロンドン�250�クリア　
¥1,000 φ79×H119 250㏄ 梱72（3×24）

3-836-03 1600684
【ガラス】ロンドン�クリア�190　
¥1,000 φ93×H82 190㏄ 梱72（3×24）

3-836-05 1600686
【ガラス】モディ�170�クリア　
¥920 80×80×H40 170㏄ 梱144（6×24）

3-836-06 1600687
【ガラス】�モディ�270�クリア　
¥1,100 100×100×H58 270㏄ 梱108（6×14）

3-836-07 1600688
【ガラス】�モディ�800�クリア　
¥1,400 140×140×H69 800㏄ 梱96（4×24）

3-836-08 1600689
【ガラス】�モディ�1200�クリア　
¥3,550 200×200×H80 1200㏄ 梱24（1×24）

3-836-09 1600690
【ガラス】インドロ�355�RD　
¥1,750 φ90×H205 355㏄ 梱24（6×4）

3-836-10 1600691
【ガラス】インドロ��1000�RD　
¥2,400 φ90×H320 1000㏄ 梱12（6×2）

3-836-11 1600692
【ガラス】インドロ�355�BL　
¥1,750 φ90×H205 355㏄ 梱24（6×4）

3-836-12 1600693
【ガラス】インドロ�1000�BL　
¥2,400 φ90×H320 1000㏄ 梱12（6×2）

3-836-13 1600694
【ガラス】コロナ�1200�クリア　
¥2,650 φ112×H202 1200㏄ 梱24（6×4）

3-836-14 1600695
【ガラス】コロナ�1500�クリア　
¥3,300 φ113×H216 1500㏄ 梱18（6×3）

3-836-15 1600696
【ガラス】�プリミツィエ�500�クリア　
¥1,750 φ100×H96 500㏄ 梱48（6×8）

3-836-16 1600697
【ガラス】�プリミツィエ�750�クリア　
¥1,850 φ00×H131 750㏄ 梱36（6×6）

3-836-17 1600698
【ガラス】�プリミツィエ�1000�クリア　
¥2,250 φ100×H157 1000㏄ 梱24（6×4）

3-836-18 1600699
【ガラス】�プリミツィエ�1700�クリア　
¥4,500 φ100×H163 1700㏄ 梱18（6×3）

3-836-19 1600700
【ガラス】�プリミツィエ�2000�クリア　
¥3,600 φ100×H168 2000㏄ 梱12（6×2）

プリミツィエ

インドロ

モディ

ロンドン ピカデリー

コロナ

※小箱単位での発注をお願いします。��※輸入品のため、長期欠品、予告無しの商品価格の変更および、
商品の仕様、デザインの変更、中止等行なう場合がありますので、よろしくご了承下さいますようお願いします。

3-836-04 1600685
【ガラス】ピカデリーデザート�190�クリア�
¥980 φ99×H84 190㏄ 梱72（12×6）
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陶器ガラス _37

■   UNIGLASS

NEW GLASS
1947 年、Yioula Glassworksをブルガリアに設立。
ヨーロッパ大陸の主要なガラスメーカーに発展。
2009 年、日本初上陸。

3-837-04 1600706
【ガラス】  アリアドネ 340 クリア　
¥2,100 φ66×H190 340㏄ 梱12

3-837-01 1600703
【ガラス】 アリアドネ 190 クリア　
¥960 φ72×H158 190㏄ 梱60（12×5）

3-837-02 1600704
【ガラス】 アリアドネ 240 クリア　
¥1,000 φ75×H165 240㏄ 梱48（12×4）

3-837-03 1600705
【ガラス】 アリアドネ 300 クリア　
¥1,350 φ81×H169 300㏄ 梱24（6×4）

3-837-05 1600707
【ガラス】 クロース 165 クリア　
¥850 φ70×H133 165㏄ 梱72（6×12）

3-837-06 1600708
【ガラス】 クロース 210 クリア　
¥970 φ76×H147 210㏄ 梱48（6×8）

3-837-07 1600709
【ガラス】 クロース 260 クリア　
¥1,150 φ82×H160 260㏄ 梱36（6×6）

3-837-08 1600710
【ガラス】 クロース 390 クリア　
¥1,550 φ86×H160 390㏄ 梱18（6×3）

3-837-09 1600711
【ガラス】 クロース 190 クリア　
¥1,150 φ58×H188 190㏄ 梱54（6×9）

3-837-10 1600712
【ガラス】 アレキサンダー 200 クリア　
¥970 φ70×H160 200㏄ 梱48（6×8）

3-837-11 1600713
【ガラス】 アレキサンダー 250 クリア　
¥1,100 φ74×H169 250㏄ 梱36（6×6）

3-837-12 1600714
【ガラス】 クラシコ 140 クリア　
¥620 φ54×H100 140㏄ 梱72（12×6）

3-837-13 1600715
【ガラス】 クラシコ 230 クリア　
¥710 φ73×88 230㏄ 梱72（12×6）

3-837-14 1600716
【ガラス】 クラシコ 200 クリア　
¥740 φ55×H143 200㏄ 梱60（12×5）

3-837-15 1600717
【ガラス】 クラシコ 240 クリア　
¥790 φ57×H152 240㏄ 梱48（12×4）

3-837-16 1600718
【ガラス】 クラシコ 270 クリア　
¥790 φ60×H143 270㏄ 梱48（12×4）

3-837-17 1600719
【ガラス】 チェリオ 34 クリア　
¥350 φ45×H71 34㏄ 梱192（96×2）

3-837-18 1600720
【ガラス】 モロッコ 30 クリア　
¥310 φ49×H55 30㏄ 梱192（96×2）

3-837-19 1600721
【ガラス】 コニック 45 クリア　
¥350 φ45×H59 45㏄ 梱192（96×2）

アリアドネ

クロース

アレキサンダー クラシコ

クラシコ

チェリオ モロッコ コニック

※小箱単位での発注をお願いします。  ※輸入品のため、長期欠品、予告無しの商品価格の変更および、
商品の仕様、デザインの変更、中止等行なう場合がありますので、よろしくご了承下さいますようお願いします。837



陶器ガラス _38

■   UNIGLASS

3-838-01 1600722
【ガラス】 ポップ 155 クリア　
¥530 φ65×H79 155㏄ 梱72（36×2）

3-838-02 1600723
【ガラス】 ポップ 290 クリア　
¥550 φ81×H90 290㏄ 梱72（36×2）

3-838-03 1600724
【ガラス】 ポップ 260 クリア　
¥530 φ66×H130 260㏄ 梱72（36×2）

3-838-04 1600725
【ガラス】 コスモス 155 クリア　
¥530 φ65×H79 155㏄ 梱72（36×2）

3-838-05 1600726
【ガラス】 コスモス 290 クリア　
¥630 φ81×H90 290㏄ 梱48（6×8）

3-838-06 1600727
【ガラス】 コスモス 260 クリア　
¥660 φ66×H130 260㏄ 梱48（6×8）

3-838-07 1600728
【ガラス】 キボス 155 クリア　
¥530 φ65×H79 155㏄ 梱72（36×2）

3-838-08 1600729
【ガラス】 キボス 290 クリア　
¥550 φ81×H90 290㏄ 梱72（36×2）

3-838-09 1600730
【ガラス】 キボス 260 クリア　
¥660 φ66×H130 260㏄ 梱48（6×8）

3-838-10 1600731
【ガラス】 キクロス 155 クリア　
¥600 φ65×H79 155㏄ 梱48（6×8）

3-838-11 1600732
【ガラス】 キクロス 290 クリア　
¥630 φ81×H90 290㏄ 梱48（12×4）

3-838-12 1600733
【ガラス】 キクロス 260 クリア　
¥660 φ66×H130 260㏄ 梱48（6×8）

3-838-13 1600734
【ガラス】 ツイスト 170 クリア　
¥530 φ67×H80 170㏄ 梱72（3×24）

3-838-14 1600735
【ガラス】ツイスト 240 クリア　
¥550 φ75×H88 240㏄ 梱72（3×24）

3-838-15 1600736
【ガラス】 ツイスト 400 クリア　
¥740 φ75×H150 400㏄ 梱36（3×12）

3-838-16 1600737
【ガラス】 リード 145 クリア　
¥620 φ78×H80 145㏄ 梱72（3×24）

3-838-17 1600738
【ガラス】 リード 220 クリア　
¥760 φ89×H89 220㏄ 梱72（3×24）

3-838-18 1600739
【ガラス】 リード 350 クリア　
¥1,050 φ83×H140 350㏄ 梱36（3×12）

3-838-19 1600740
【ガラス】 ローマ 145 クリア　
¥620 φ78×H80 145㏄ 梱72（3×24）

3-838-20 1600741
【ガラス】 ローマ 220 クリア　
¥760 φ89×H89 220㏄ 梱72（3×24）

3-838-21 1600742
【ガラス】 ローマ 350 クリア　
¥1,050 φ83×H140 350㏄ 梱36（3×12）

3-838-22 1600743
【ガラス】 ヴィエンヌ 145 クリア　
¥620 φ78×H80 145㏄ 梱72（3×24）

3-838-23 1600744
【ガラス】 ヴィエンヌ 220 クリア　
¥760 φ89×H89 220㏄ 梱72（3×24）

3-838-24 1600745
【ガラス】 ヴィエンヌ 350 クリア　
¥1,050 φ83×H140 350㏄ 梱36（3×12）

3-838-25 1600746
【ガラス】 クラサリス 300 クリア　
¥770 φ78×90 300㏄ 梱60（3×20）

3-838-26 1600747
【ガラス】 オーシャン 300 クリア　
¥770 φ78×90 300㏄ 梱60（3×20）

ポップ

キボス

ツイスト

ローマ

クラサリス オーシャン

コスモス

キクロス

リード

ヴィエンヌ

※小箱単位での発注をお願いします。  ※輸入品のため、長期欠品、予告無しの商品価格の変更および、
商品の仕様、デザインの変更、中止等行なう場合がありますので、よろしくご了承下さいますようお願いします。 838
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陶器ガラス _39

■   石焼ビビンバ

【石】 石焼ビビンバ
3-839-01 1600749 16㎝　¥5,900 φ160×H74 梱10

3-839-02 1600750 18㎝　¥6,450 φ180×H65 梱10

3-839-03 1600751 20㎝　¥7,150 φ200×H77 梱10

3-839-04 1600752 16㎝　¥7,150 φ160×H77 梱10

【石】 石焼ビビンバ（リング付）

3-839-05 1600753 18㎝　¥7,500 φ180×H77 梱10

3-839-06 1600754 20㎝　¥8,900 φ200×H77 梱10

3-839-07 1600756
 真鍮ヤットコ　
¥2,050 30×180 梱100

3-839-08 1600757
【アルミ】 アルミヤットコ　
¥1,100 50×195 梱100

3-839-09 1600758
【ステンレス】 韓国スプーン　
¥550 40×213 梱500

3-839-10 1500214
【ステンレス】 23.0cm 18-0 韓国箸　
¥450 23.0cm 18-0 梱500

※海外生産の為、在庫が無い場合にはお時間を要する場合があります。839



陶器ガラス _40

■   耐熱陶器鍋・ステンレス鉢

3-840-01 1600760 13.5㎝　¥2,850 φ135×H67 梱10

【陶】 耐熱陶器チゲ鍋

3-840-02 1600761 15.5㎝　¥3,200 φ155×H74 梱10

3-840-03 1600762 17.5㎝　¥3,700 φ175×H79 梱10

3-840-04 1600763 19㎝　 ¥4,250 φ190×H90 梱10

3-840-08 1600770 小　¥5,750 φ225×165×H30 梱20

【木】 石焼ビビンバ用受台

3-840-09 1600771 中　¥6,100 φ240×180×H30 梱20

3-840-10 1600772 大　¥6,450 φ255×195×H30 梱20

3-840-11 1600773 18㎝　¥2,500 φ180×H55 梱50

【ステンレス】 ステンレス冷麺鉢

3-840-12 1600774 21㎝　¥3,200 φ210×H70 梱50

3-840-13 1600775 22㎝　¥3,700 φ220×H73 梱50

3-840-14 1600776 M　¥3,350 φ195×H75 梱50

【ステンレス】 二層式空中冷麺鉢

3-840-15 1600777 L　 ¥3,900 φ213×H75 梱50

⑧ ⑨ ⑩

3-840-05 1600766
【M】 メラミン受台 （小)　
¥600 φ210×170×H19 梱100

3-840-06 1600767
【M】 メラミン受台 (中)　
¥640 φ230×190×H19 梱100

3-840-07 1600768
【M】 メラミン受台 (大)　
¥1,050 φ235×200×H20 梱100

※海外生産の為、在庫が無い場合にはお時間を要する場合があります。 840
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陶器ガラス _41

■   富士山溶岩石シリーズ

3-841-01 1600794
【石】 料理石 （大）　
¥9,200 120×120×H18 梱30

3-841-02 1600795
【石】 料理石 （中）　
¥8,200 102×102×H18 梱35

3-841-03 1600796
【石】 料理石 （小）　
¥7,250 90×90×H18 梱40

3-841-04 1600797
【石】 料理石 自然風　
¥15,500 190×140×H18 梱25

3-841-05 1600798
【石】 料理石 隅丸 （大）
¥12,000 120×120×H18 梱30

3-841-06 1600799
【石】 料理石 隅丸 （小）
¥9,600 100×100×H18 梱35

3-841-07 1600800
【石】 熔岩プレート （大）　
¥26,500 φ190×H15 内径φ145 梱20

3-841-08 1600801
【石】 熔岩プレート （中）　
¥20,000 φ165×H15 内径φ125 梱25

3-841-09 1600802
【石】 熔岩プレート （小）　
¥17,500 φ145×H15 内径φ115 梱30

3-841-10 1600803
【石】 熔岩プレート 長角　
¥16,500 170×140×H15（内径145×115） 梱20

3-841-11 1600804
【石】 料理石 丸形　
¥14,500 φ130×H25 梱30
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■   富士山溶岩石シリーズ

【石】�石焼セット
3-842-21 1600812 茶�丸　� ¥33,000  280×230×H35�梱15

3-842-22 1600813 丸�石焼プレートのみ　�¥20,500  φ195×H18�梱20

【石】�石焼ステーキセット
黒�大　� ¥31,500  340×185×H35�梱103-842-17 1600805

3-842-18 1600807 大�石焼プレートのみ　�¥19,000  250×150×H18�梱15

3-842-19 1600808 黒�小　� ¥26,000  310×135×H95�梱15

3-842-20 1600810 小�石焼プレートのみ　�¥14,500  220×150×H18�梱20

【石】�石焼セット
3-842-23 1600811 黒�丸　� ¥33,000  280×230×H35�梱15

3-842-24 1600813 丸��石焼プレートのみ　�¥20,500  φ195×H18�梱20

3-842-03 1600818

【石】�石焼セット
3-842-01 1600815 茶�大　� ¥22,000  295×190×H38�梱15

3-842-02 1600816 大�石焼プレートのみ　�¥14,500  220×150×H18�梱20

茶�中　� ¥20,000  250×160×H39�梱15

3-842-04 1600819 中�石焼プレートのみ　�¥13,500  180×130×H18�梱20

3-842-05 1600821 茶�小　� ¥12,500  165×130×H38�梱20

3-842-06 1600822 小�石焼プレートのみ　� ¥7,500  165×130×H38�梱25

3-842-25 1600823

【石】�石焼コンロ枠八角枠のみ　　　　¥23,000 275×275×H30 梱15

3-842-26 1600824

【石】�石焼コンロ�石八角プレートのみ　¥40,500 255×255×H18 梱15

3-842-27 1600827

【石】�石焼コンロ枠丸型枠のみ　　　　¥20,600 φ280×H30 梱15

3-842-28 1600828

【石】�石焼コンロ�石丸型プレートのみ　¥36,800 φ255×H18 梱15

3-842-07 1600814 黒�大　� ¥22,000  295×190×H38�梱15

【石】�石焼セット

3-842-09 1600817 黒�中　� ¥20,000  250×160×H38�梱15

3-842-11 1600820 黒�小　� ¥12,500  165×130×H38�梱20

3-842-08 1600816 大�石焼プレートのみ　�¥14,500  220×150×H18�梱20

3-842-10 1600819 中�石焼プレートのみ　�¥13,500  180×130×H18�梱20

3-842-12 1600822 小�石焼プレートのみ　� ¥7,500  165×130×H38�梱25

【石】�石焼ステーキセット

3-842-14 1600807 大�石焼プレートのみ　�¥19,000  250×150×H18�梱15

3-842-16 1600810 小�石焼プレートのみ　�¥14,500  220×150×H18�梱20

3-842-13 1600806 茶�大　� ¥31,500  340×185×H35�梱10

3-842-15 1600809 茶�小　� ¥26,000  310×135×H95�梱15
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■   中華セイロ

3-843-01 1600778 10㎝　	 ¥930 φ100×H30	梱420
【竹】	中華セイロ	蓋

3-843-02 1600779 13㎝　¥1,100 φ130×H35	梱260
3-843-03 1600780 15㎝　¥1,200 φ150×H40	梱195
3-843-04 1600781 18㎝　¥1,600 φ180×H40	梱144
3-843-05 1600782 21㎝　¥1,950 φ210×H40	梱72
3-843-06 1600783 24㎝　¥2,300 φ240×H40	梱72
3-843-07 1600784 27㎝　¥3,250 φ270×H40	梱40
3-843-08 1600785 30㎝　¥4,100 φ300×H70	梱40

3-843-09 1600786 10㎝　¥1,100 φ100×H55	梱300
【竹】	中華セイロ	身

3-843-10 1600787 13㎝　¥1,100 φ130×H60	梱200
3-843-11 1600788 15㎝　¥1,200 φ150×H65	梱135
3-843-12 1600789 18㎝　¥1,750 φ180×H65	梱108
3-843-13 1600790 21㎝　¥2,150 φ210×H65	梱48
3-843-14 1600791 24㎝　¥2,600 φ240×H75	梱48
3-843-15 1600792 27㎝　¥3,350 φ270×H75	梱32
3-843-16 1600793 30㎝　¥4,300 φ300×H80	梱32
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■   アルミ鍋・コンロ・水晶プレート

3-844-01 1600863 15㎝　¥2,400 φ148×H65 梱30

【アルミ】 ツル付鍋 段ナシ

3-844-02 1600864 18㎝　¥4,400 φ185×H72 梱30

3-844-03 1600865 24㎝　¥8,300 φ240×H85 梱20

3-844-04 1600866 15㎝　 ¥4,500  φ148×H65 梱30

【アルミ】 ツル付鍋 段付

3-844-05 1600867 18㎝　 ¥4,400  φ176×H68 梱30

3-844-06 1600868 21㎝　 ¥6,000  φ210×H82 梱30

3-844-07 1600870 33㎝　 ¥20,800  φ330×H95 梱15

3-844-15 1600878

11㎝　¥280 110×110×H7 梱200

【木】 正角敷板

3-844-16 1600879

12㎝　¥420 120×120×H7 梱200

3-844-17 1600880

13㎝　¥520 130×130×H7 梱200

3-844-18 1600881

15㎝用　 ¥780  136×H7 梱120

【木】 鍋用木蓋

3-844-19 1600882

18㎝用　 ¥890  163×H7 梱100

3-844-20 1600883

21㎝用　 ¥1,500  200×H7 梱80

3-844-21 1600885

33㎝用　 ¥3,400  305×H7 梱50

3-844-08 1600871
【アルミ】 すき焼鍋 18㎝ツル付　
¥5,800 193×φ180×H60 梱30

3-844-09 1600872
【アルミ】 すき焼鍋 18㎝ツルなし　
¥4,000 φ180×H40 梱30

3-844-10 1600873
【アルミ】 かも鍋　
¥7,000 217×φ196×H43 梱20

3-844-11 1600874
【アルミ】 水炊鍋天目　
¥7,500 φ160×H85 梱30

3-844-12 1600875
【アルミ】 うどん鍋　
¥11,800 φ243×H75 梱20

3-844-13 1600876
【アルミ】 丸コンロ（火皿･敷板別）　
¥2,100 φ138×H95 梱30

3-844-14 1600877
【アルミ】 中コンロ（火皿･敷板別）　
¥3,500 φ150×H70 梱30

3-844-22 1600886
【アルミ】 火皿（火入れ）　
¥250 φ50×H27 梱1000

3-844-23 1600888
【石】 水晶焼肉プレート　
¥9,800 φ150×15 梱20

アルミ鍋

コンロ

水晶プレート
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