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陶器のカタログ表記サイズ、容量は目安です。焼き物ですので天候や窯の状態によりサイズ、容量、色がカタログ掲載商品と多少異なる場合が有ります。ご了承下さい。

setokuro

伝統工芸品

赤絵

土岐市 の
美濃焼

瀬戸黒

akae

美濃唐津
minokaratsu

染付

おめでたい席に欠かせない盃

黄瀬戸

To w e r

kizeto

縁 起 が 良 い 七 宝 柄 のレリー フを 施し た 盃 で す 。レリー フに
沿 って 組 むことでタワー の 様 に 積 み 上 げ ることが できます 。
意 匠 登 録申請中

タワ ー

志野

（裏

shino

NEW

側）

10-3-1［161-1190］

日本酒タワー盃

本体価格 300円+税
〈φ52×H43㎜･60㎖〉

美濃伊賀
minoiga

sometsuke

全15 品目

飴釉

（スタックイメージ）

ameyu

日本の陶 芸 史に

燦 然と輝 き

今に語り 継がれる

oribe

用 と 美 のアンサンブル

織部

伏せても積み上げられます。

灰釉

3段
5段
7段

タワーに必 要な盃の数
1 4 個（ 約 156× 156×H125mm）
5 5 個（ 約 260×260×H207mm）
140個（約364×364×H289mm）

haiyu

鉄釉

青磁

御深井

tetsuyu

ofuke

seiji

粉引
kobiki

2

天目
tenmoku

NEW

10-3-2［161-1246］
枡トレー

本体価格 2,250円+税
〈125×125×H18㎜〉
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職 人 が 作り上 げ た 厚さ2 ㎜ ほど の 極 薄カップにモダン柄を施しました 。

異素材を組合わせた酒器シリーズ

C l a y × Wo o d

角 盃 セット

お 酒 を 冷 やしな がら 愉し む 酒 器 で す 。盃 は 薄 手
になって い るた め 口 当 たりがよく、短 時 間 で お 酒
を冷 や すことが できます 。

Modern

土×木

モダン
箱寸〈135×165×63㎜〉

箱寸〈150×215×80㎜〉

※カップは全て化粧箱に入ります。
NEW

NEW

10-5-1［161-1235］

10-5-2［161-1230］

モダンカップS サークル

モダンカップL サークル

本体価格 2,500円+税
〈φ55×H85㎜･130㎖〉

本体価格 2,800円+税
〈φ70×H135㎜･350㎖〉

NEW

10-4-1［161-1244］

角盃セット

本体価格 6,000円+税
盃〈φ70×H57㎜･70㎖〉
保冷器〈φ110×H46㎜〉
木リング
〈φ74㎜〉
〈箱寸112×124×H75㎜〉

枡 々冷 酒 器

枡 に 注 い で 呑 む 片 口 酒 器 で す 。檜 の 香りが ほど
よくお 酒 に 染 み 出し て 、独 特 の 風 味 が 広 がりま
す 。お 祝 い の 席 にピッタリな 酒 器 で す 。

NEW

10-4-3［161-1243］

8 分目まで

枡々冷酒器 黒マット

本体価格 3,000円+税
酒器〈76×76×H64㎜･230㎖〉
枡〈66×66×H47㎜･90㎖〉

NEW

NEW

10-4-2
①冷酒器にお酒を
8［161-1242］
分目程まで
枡々冷酒器 白
注ぎ , 枡を伏せてテーブルへ。

10-5-3［161-1238］

②酒器から枡に注いでお使いください。

本体価格 3,000円+税
酒器〈76×76×H64㎜･230㎖〉
枡〈66×66×H47㎜･90㎖〉
〈箱寸85×85×H120㎜〉

8 分目まで

NEW

10-5-4［161-1233］

モダンカップS モザイク モダンカップL モザイク

本体価格 2,500円+税 本体価格 2,800円+税
〈φ55×H85㎜･130㎖〉 〈φ70×H135㎜･350㎖〉

NEW

10-5-5［161-1239］

NEW

10-5-6［161-1234］

NEW

モダンカップS ストライプ モダンカップL ストライプ

本体価格 2,500円+税
〈φ55×H85㎜･130㎖〉

本体価格 2,800円+税
〈φ70×H135㎜･350㎖〉

モダンカップS スクエア モダンカップL スクエア

本体価格 2,500円+税 本体価格 2,800円+税
〈φ55×H85㎜･130㎖〉 〈φ70×H135㎜･350㎖〉

NEW

モダンペアカップL

4

NEW

NEW

10-5-9［161-1237］ 10-5-10［161-1232］

モダンカップS ダイヤ モダンカップL ダイヤ

本体価格 2,500円+税 本体価格 2,800円+税
〈φ55×H85㎜･130㎖〉〈φ70×H135㎜･350㎖〉

お好みの柄を２つ選んで、
ペアカップのセットにできます。

10-5-11［161-1240］

①冷酒器にお酒を 8 分目程まで
注ぎ , 枡を伏せてテーブルへ。

NEW

10-5-7［161-1236］ 10-5-8［161-1231］

②酒器から枡に注いでお使いください。

本体価格 4,800円+税
〈箱寸185×210×H80㎜〉

NEW

10-5-12［161-1241］

モダンペアカップS

本体価格 4,000円+税
〈箱寸135×178×H63㎜〉
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p r of ile

[水野幸一]

２年 の デン マ ーク 経 験 を 活 かし て 美 濃 焼 を 創
作して います 。デンマ ークデ ザインにインスパイ
アされ た 器 は 、土 の 持 つ 素 材 感 を 大 切 にした 、
シンプルな 器 で す 。

pr o f i l e
・昭 和 4 2 年
・昭 和6 1 年
・平 成 2 年
・平 成 6 年

[林健人]
土 岐 市に生まれる。
岐阜県立多治見工業高校デザイン科卒業。
名古屋芸術大学彫刻科卒業。
父（伝統工芸士 林亮次氏）のもと、
荘山窯にて修業を始める。

・以 後、全 国 各 地の個 人ギャラリーにて個 展を開 催 。
現 在に至る

Mizuno
水野

Shouzan
荘山

10-7-1［161-1216］

ぐい呑 赤志野

10-6-1［161-1059］
酒器セット 銅彩釉

本体価格 16,000円+税
酒器〈φ85×93×H96㎜･360㎖〉
グイ呑〈φ73×H41㎜･100㎖〉
〈箱寸117×126×H105㎜･木箱〉

本体価格 12,000円+税
〈φ70×H56㎜･80㎖〉
〈箱寸94×94×H90㎜･木箱〉

10-7-2［161-1215］
徳利 赤志野

本体価格 18,000円+税
〈φ95×H130㎜･380㎖〉
〈箱寸127×127×H158㎜･木箱〉

10-6-2［161-1058］

片口酒器セット 銅彩釉

本体価格 23,000円+税
片口〈180×100×H81㎜･400㎖〉
グイ呑〈φ77×H32㎜･90㎖〉
〈箱寸206×126×H105㎜･木箱〉

p r of ile

[みずのみさ]

愛 知 県 瀬 戸 市 出 身 。1 9 9 1 年 愛 知 女 子 短 期 大
学 生 活 デ ザイン科 卒 業 。そ の 後 、ガラス 工 房 勤
務・日本 宝 飾クラフト学 院 を 経 て 、2 0 0 9 年 岐 阜
県 多 治 見 市 に て「 スタジオ k i k i 」築 炉 。2 0 0 6
年ビアマグランカイ入 選 、2 0 0 7 年 朝日現 代クラ
フト展 入 選 、2 0 0 8 年日清 め ん 鉢 大 賞 入 選 。

10-7-3［161-1218］

ぐい呑 紅志野

本体価格 12,000円+税
〈φ70×H56㎜･80㎖〉
〈箱寸94×94×H90㎜･木箱〉

10-7-4［161-1217］
徳利 紅志野

本体価格 18,000円+税
〈φ95×H130㎜･380㎖〉
〈箱寸127×127×H158㎜･木箱〉

10-6-3［161-1062］
酒器セット 藻草

本体価格 25,000円+税
片口〈φ89×127×H77㎜･260㎖〉
グイ呑〈φ71×H36㎜･50㎖〉
〈箱寸154×116×H104㎜･木箱〉

10-7-5［161-1220］

ぐい呑 青志野

本体価格 12,000円+税
〈φ70×H56㎜･80㎖〉
〈箱寸94×94×H90㎜･木箱〉

10-7-6［161-1219］
徳利 青志野

本体価格 18,000円+税
〈φ95×H130㎜･380㎖〉
〈箱寸127×127×H158㎜･木箱〉

10-6-4［161-1064］

ロックグラス 藻草

本体価格 12,000円+税
〈φ90×H82㎜･220㎖〉
〈箱寸110×110×H94㎜･木箱〉

※手造りの為、一点一点若干違いが出ます。サイズ・容量は目安です。
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※手造りの為、一点一点若干違いが出ます。サイズ・容量は目安です。

7

漆

Souzan

陶

重 厚 な 陶 器 に日 本 古 来 の 深 い 色 合 い を 持 つ
漆を施しました 。職 人 技 が 光 る逸 品 で す 。

1

Kakurin

1. 10-8-1［161-1200］

切立徳利渦紋 根来
（赤）

宗山

鶴琳

本体価格 12,000円+税
〈φ80×H120㎜･250㎖〉

2. 10-8-2［161-1204］

2

平徳利渦紋 根来
（赤）

本体価格 12,000円+税
〈φ100×H85㎜･210㎖〉

3. 10-8-3［161-1208］

台付盃渦紋 根来
（赤）

10-9-1［161-1128］

10-9-2［161-1131］

本体価格 16,000円+税
徳利〈φ80×H130㎜･300㎖〉
ぐい呑〈φ58×H52㎜･50㎖〉

本体価格 14,000円+税
酒器〈105×95×H85㎜･260㎖〉
ぐい呑〈φ77×H47㎜･50㎖〉

酒器セット 濃紫

本体価格 5,000円+税
〈φ63×H55㎜･70㎖〉

3

冷酒セット 青白磁

1

1. 10-8-4［161-1199］

切立徳利十草 曙
（黒）

本体価格 12,000円+税
〈φ80×H120㎜･250㎖〉

2

2. 10-8-5［161-1203］

平徳利十草 曙
（黒）

本体価格 12,000円+税
〈φ100×H85㎜･210㎖〉

3. 10-8-6［161-1207］

台付盃十草 曙
（黒）

本体価格 5,000円+税
〈φ63×H55㎜･70㎖〉

3

10-9-3［161-1129］

10-9-4［161-1130］

本体価格 16,000円+税
徳利〈φ96×H130㎜･415㎖〉
ぐい呑〈φ73×H58㎜･110㎖〉

本体価格 7,500円+税
酒器〈115×80×H65㎜･230㎖〉
ぐい呑〈φ65×H56㎜･80㎖〉

酒器セット 青白線刻

冷酒セット マルチカラー

Koujin

10-9-10［161-1069］

マルチボトルC

荒神

本体価格 20,000円+税
ボトル
〈φ98×H280㎜･830㎖〉

10-9-9［161-1068］

マルチカラーボトル

本体価格 20,000円+税
ボトル
〈φ92×H270㎜･690㎖〉

10-9-5［161-1077］

ロックグラス マルチカラー

本体価格 4,000円+税
グラス
〈φ91×H80㎜･290㎖〉

10-9-6［161-1070］

ロックグラス 白磁線刻

本体価格 4,000円+税
グラス
〈φ84×H84㎜･220㎖〉

10-8-7［161-1101］
竹冷酒器セット 織部

本体価格 7,500円+税
酒器〈φ65×H220㎜･400㎖〉
盃〈φ65×H37㎜･75㎖〉
燗冷器〈φ108×H135㎜〉

10-9-11［161-1074］

ハイカップA マルチカラー

本体価格 5,000円+税
カップ
〈φ70×H128㎜･150㎖〉

10-8-8［161-1109］

10-9-7［161-1071］

10-9-8［161-1066］

本体価格 5,500円+税
盃〈φ68×H44㎜･80㎖〉
台〈250×71×H14㎜〉

本体価格 12,000円+税
徳利〈φ84×H139㎜･410㎖〉
ぐい呑〈φ62×H51㎜･100㎖〉

本体価格 10,000円+税
酒器〈130×90×H83㎜･250㎖〉
ぐい呑〈φ62×H62㎜･90㎖〉

テイスティングセット 織部

※手造りの為、一点一点若干違いが出ます。サイズ・容量は目安です。
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酒器セット オリベうねり

冷酒セット 青磁線刻

10-9-12［161-1075］

ハイカップB マルチカラー

本体価格 5,000円+税
カップ
〈φ92×H123㎜･130㎖〉

※手造りの為、一点一点若干違いが出ます。サイズ・容量は目安です。
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対流レンジ徳利
レンジ で 加 熱 す ることによって
内 部 で 対 流 が 起こり、上 下 の 温
度 差 が 少 なくなりま す 。そ の 結
果 、効 率よく適 温 の 燗 付 がご 提
供 できます 。

Renchin

Ni j u - t o k k u r i

レンチン

二重徳利
対流徳利（表面温度）

従来品徳利（表面温度）

81.5℃
75.0℃

二 重だから熱 燗でも熱くない
65.6℃

67.2℃

職 人 技 によって 生 まれ た 真 空 二 重 構 造 の 徳 利 で す 。保 温・
保 冷 に 優 れ 熱 燗 でもしっかり持 つことが できます 。
（ ※ 湯 煎 は できませ ん 。）

[徳利の電子レンジでの温度検証]

10-10-1［161-1014］

レンチン徳利二合 備前

本体価格 1,000円+税
〈φ87×H144㎜･390㎖〉

10-10-2［161-1015］

レンチン徳利一合 備前

本体価格 500円+税
〈φ70×H114㎜･190㎖〉

（断面イメージ）

10-10-3［161-1016］
盃 備前

本体価格 400円+税
〈φ58×H38㎜･60㎖〉

NEW

10-11-1［161-1213］
二重徳利 黒

本体価格 3,500円+税
〈φ75×H185㎜･195㎖〉

NEW

10-11-2［161-1255］
二重徳利 白

本体価格 3,500円+税
〈φ75×H185㎜･195㎖〉

10-10-4［161-1011］

レンチン徳利二合 粉引

本体価格 1,000円+税
〈φ87×H144㎜･390㎖〉

10-10-5［161-1012］

レンチン徳利一合 粉引

本体価格 500円+税
〈φ70×H114㎜･190㎖〉

10-10-6［161-1013］
盃 粉引

本体価格 400円+税
〈φ58×H38㎜･60㎖〉

NEW

10-11-3［161-1214］

二重徳利ひょうたん 黒

10-10-7［161-1017］

本体価格 3,500円+税
〈φ72×H160㎜･185㎖〉

レンチン徳利二合 華赤絵

本体価格 1,900円+税
〈φ87×H144㎜･390㎖〉

10-10-8［161-1018］

レンチン徳利一合 華赤絵

本体価格 1,200円+税
〈φ70×H114㎜･190㎖〉

10-10-9［161-1019］
盃 華赤絵

本体価格 800円+税
〈φ58×H38㎜･60㎖〉
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（断面イメージ）
NEW

10-11-4［161-1256］

二重徳利ひょうたん 白

本体価格 3,500円+税
〈φ72×H160㎜･185㎖〉
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To k k u r i
徳利
10-12-1［161-978］

10-12-2［161-974］

10-12-3［161-973］

10-12-4［161-972］

本体価格 2,300円+税
〈φ80×H70㎜･220㎖〉

本体価格 550円+税
〈φ54×H132㎜･160㎖〉

本体価格 750円+税
〈φ58×H174㎜･280㎖〉

本体価格 1,050円+税
〈φ68×H188㎜･420㎖〉

本唎大深猪口

一合徳利 蛇の目

二合徳利 蛇の目

三合徳利 蛇の目

10-13-3［161-878］

10-13-5［161-876］

本体価格 1,100円+税
〈φ72×H128㎜･300㎖〉

本体価格 1,100円+税
〈φ72×H128㎜･300㎖〉

本体価格 1,100円+税
〈φ72×H128㎜･300㎖〉

10-13-2［161-881］

10-13-4［161-879］

10-13-6［161-877］

本体価格 550円+税
〈φ66×H35㎜･60㎖〉

本体価格 550円+税
〈φ66×H35㎜･60㎖〉

本体価格 550円+税
〈φ66×H35㎜･60㎖〉

徳利トルコ釉マット

徳利 ラスター釉
（白）

盃トルコ釉マット

3

2

10-13-1［161-880］

徳利 ラスター釉
（黒）

盃 ラスター釉
（白）

盃 ラスター釉
（黒）

10-13-7［161-294］

丸盃 黒備前

本体価格 530円+税
〈φ52×H49㎜･50㎖〉

10-13-8［161-293］

一合徳利 黒備前

本体価格 1,350円+税
〈φ70×H100㎜･180㎖〉

10-13-9［161-292］

二合徳利 黒備前

本体価格 1,850円+税
〈φ72×H136㎜･300㎖〉

1
1. 10-12-5［161-310］

4. 10-12-8［161-313］

お猪口一合 蛇の目
本体価格

お猪口三勺 蛇の目

850円+税〈φ77×H70㎜･160㎖〉

本体価格 250円+税〈φ52×H49㎜･70㎖〉
5. 10-12-9［161-314］

2. 10-12-6［161-311］

お猪口二半勺 蛇の目

お猪口八勺 蛇の目
本体価格

680円+税〈φ70×H65㎜･140㎖〉

3. 10-12-7［161-312］
お猪口五勺 蛇の目
本体価格

本体価格 220円+税〈φ50×H42㎜･55㎖〉
6. 10-12-10［161-315］
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お猪口二勺 蛇の目

5

380円+税〈φ62×H56㎜･90㎖〉

本体価格

4

200円+税〈φ45×H40㎜･40㎖〉

10-13-27［161-1051］
徳利大 白磁水玉

本体価格 2,100円+税
〈φ80×H138㎜･250㎖〉

10-13-10［161-938］

10-13-11［161-937］

呑んべぇ盃 黄瀬戸

10-12-11［161-971］

10-12-12［161-969］

ぐい呑 酒

10-12-13［161-970］

平盃大 酒

本体価格 300円+税
〈φ50×H42㎜･50㎖〉

本体価格 380円+税
〈φ76×H30㎜･50㎖〉

10-12-16［161-981］

本体価格 450円+税
〈φ54×H84㎜･120㎖〉

本体価格 400円+税
〈φ88×H24㎜･50㎖〉

10-12-19［161-976］

反高台盃大 蛇の目

本体価格 350円+税
〈φ54×H68㎜･100㎖〉

受皿小 蛇の目

本体価格 550円+税
〈φ94×H26㎜･70㎖〉

10-12-18［161-975］

コップ小 蛇の目

10-12-15［161-980］

受皿大 蛇の目

本体価格 330円+税
〈φ66×H26㎜･30㎖〉

10-12-17［161-982］

コップ大 蛇の目

10-12-14［161-979］

平盃小 酒

本体価格 360円+税
〈φ61×H34㎜･50㎖〉

本体価格 750円+税
〈φ62×H144㎜･170㎖〉

10-13-15［161-939］
本体価格 1,000円+税
〈φ72×H178㎜･310㎖〉

10-13-28［161-1052］

本体価格 300円+税
〈φ52×H48㎜･40㎖〉

徳利小 白磁水玉

本体価格 1,300円+税
〈φ70×H113㎜･150㎖〉

一合徳利 南蛮口金

薄口カップ八勺 蛇の目

本体価格 650円+税
〈φ73×H67㎜･150㎖〉

NEW

10-12-23［161-1180］

神盃大 蛇の目

神盃中 蛇の目

本体価格 850円+税
〈φ93×H34㎜･70㎖〉

本体価格 750円+税
〈φ82×H33㎜･55㎖〉

NEW

10-12-24［161-1179］
神盃小 蛇の目

本体価格 650円+税
〈φ72×H26㎜･40㎖〉

NEW

NEW

10-12-25［161-1182］

10-13-19［161-954］
盃 古窯錆吹き

本体価格 330円+税
〈φ56×H42㎜･50㎖〉

10-13-18［161-295］

10-13-21［161-949］

本体価格 1,900円+税
〈φ78×H140㎜･290㎖〉

本体価格 1,250円+税
〈φ88×H132㎜･325㎖〉

二合徳利 南蛮口金

NEW

呑んべぇ徳利大 黒

反ぐい呑 蛇の目

本体価格 330円+税
〈φ68×H48㎜･50㎖〉

本体価格 1,000円+税 本体価格 1,250円+税
〈φ48×H43㎜･50㎖〉 〈φ63×H114㎜･150㎖〉

10-12-22［161-1178］

呑んべぇ徳利小 黒

本体価格 750円+税
〈φ62×H144㎜･170㎖〉

本体価格 1,000円+税
〈φ72×H178㎜･310㎖〉

呑んべぇ徳利大 黄瀬戸

10-13-16［161-297］ 10-13-17［161-296］

NEW

呑んべぇ盃 黒

本体価格 360円+税
〈φ61×H34㎜･50㎖〉

10-13-12［161-936］

ぐい呑 南蛮口金

10-12-21［161-1181］

10-13-13［161-941］ 10-13-14［161-940］

10-12-20［161-977］

反高台盃小 蛇の目

本体価格 650円+税
〈φ84×H52㎜･90㎖〉

呑んべぇ徳利小 黄瀬戸

10-13-20［161-950］

一合徳利 古窯黒錆吹き

本体価格 1,000円+税
〈φ72×H117㎜･180㎖〉

二合徳利 古窯黒錆吹き

10-12-26［161-1224］

お猪口 黒 蛇の目

お猪口八勺 黒 蛇の目

本体価格 300円+税
〈φ50×H42㎜･50㎖〉

本体価格 700円+税
〈φ70×H65㎜･155㎖〉

10-13-29［161-1054］

ワイングラス 白磁水玉

本体価格 1,300円+税
〈φ55×H68㎜･60㎖〉

10-13-22［161-948］ 10-13-23［161-947］
盃 粉引刷毛目

NEW

10-12-27［161-1225］

カップ五勺 黒 蛇の目

本体価格 530円+税
〈φ63×H70㎜･100㎖〉
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NEW

10-12-28［161-1176］

白磁徳利小 蛇の目

本体価格 650円+税
〈φ54×H133㎜･160㎖〉

NEW

10-12-29［161-1175］

白磁徳利大 蛇の目

本体価格 1,000円+税
〈φ56×H175㎜･260㎖〉

NEW

10-12-30［161-1177］

特大徳利 蛇の目

本体価格 2,100円+税
〈φ86×H245㎜･820㎖〉

本体価格 450円+税
〈φ50×H43㎜･50㎖〉

本体価格 850円+税
〈φ65×H116㎜･150㎖〉

10-13-24［161-946］
二合徳利 粉引刷毛目

一合徳利 粉引刷毛目

本体価格 1,350円+税
〈φ78×H140㎜･280㎖〉

10-13-25［161-823］
徳利 錦十草

本体価格 1,650円+税
〈φ67×H130㎜･150㎖〉

10-13-30［161-1053］
反ぐい呑 白磁水玉

本体価格 700円+税
〈φ51×H37㎜･40㎖〉

10-13-26［161-824］

ぐい呑 錦十草

本体価格 750円+税
〈φ45×H54㎜･50㎖〉

13

10-14-1［161-967］

10-14-2［161-965］

10-14-3［161-966］

本体価格 1,100円+税
〈φ63×H126㎜･200㎖〉

本体価格 1,500円+税
〈φ77×H154㎜･380㎖〉

本体価格 2,000円+税
〈φ69×H145㎜･220㎖〉

正一合 丸徳利

正二合 丸徳利

10-14-4［161-964］

正一合 円すい徳利

10-14-5［161-968］

正二合 角徳利

本体価格 1,800円+税
〈65×65×H168㎜･390㎖〉

NEW

NEW

盃 粉吹

二合徳利 粉吹

10-15-4［161-1267］ 10-15-6［161-1264］
盃 かがり火

10-15-1［161-1197］ 10-15-3［161-1196］

正一合 冷酒器

本体価格 2,000円+税
〈148×70×H72㎜･220㎖〉

二合徳利 かがり火

本体価格 330円+税
本体価格 1,250円+税
〈φ56×H42㎜･50㎖〉 〈φ87×H132㎜･325㎖〉

本体価格 330円+税
本体価格 1,250円+税
〈φ56×H42㎜･50㎖〉 〈φ87×H132㎜･325㎖〉

10-15-5［161-1265］ 10-15-7［161-1266］
一合徳利 かがり火

NEW

口付丸徳利 かがり火

本体価格 1,000円+税 本体価格 1,050円+税
〈φ72×H117㎜･180㎖〉〈100×90×H110㎜･310㎖〉

10-15-2［161-1195］
一合徳利 粉吹

本体価格 1,000円+税
〈φ72×H117㎜･180㎖〉

NEW

10-14-6［161-935］ 10-14-8［161-933］

ぐい呑 黒結晶

盃 黒均窯

本体価格 330円+税
本体価格 850円+税
〈φ46×H55㎜･50㎖〉 〈φ57×H172㎜･260㎖〉

本体価格 350円+税
〈φ57×H36㎜･50㎖〉

10-14-7［161-934］ 10-14-9［161-932］

NEW

NEW

平盃 萩風

徳利 萩風

10-15-8［161-1144］ 10-15-9［161-1145］

徳利大 黒均窯

本体価格 850円+税
〈φ87×H126㎜･300㎖〉

本体価格 600円+税
本体価格 1,400円+税
〈φ77×H30㎜･50㎖〉 〈φ80×H113㎜･245㎖〉

NEW

盃 青流

徳利大 青流

本体価格 350円+税
〈φ57×H36㎜･50㎖〉

NEW

NEW

桜盃

桜徳利

10-15-13［161-1146］ 10-15-14［161-1151］

本体価格 850円+税
〈φ87×H126㎜･300㎖〉

本体価格 550円+税
〈φ68×H40㎜･60㎖〉

本体価格 1,250円+税
〈φ90×H125㎜･360㎖〉

NEW

10-14-11［161-1164］

本体価格 1,200円+税
本体価格 630円+税
〈φ68×H188㎜･400㎖〉
〈φ53×H132㎜･150㎖〉

NEW

10-15-10［161-1158］ 10-15-12［161-1212］

NEW

三合徳利 黒結晶

一合徳利 黒結晶

NEW

10-14-10［161-1166］ 10-14-12［161-1165］

二合徳利 黒結晶

10-15-11［161-1159］

徳利小 黒均窯

徳利小 青流

本体価格 750円+税
〈φ82×H112㎜･225㎖〉

本体価格 750円+税
〈φ82×H112㎜･225㎖〉

0 . 5 合 入 れ て 飲 ん で 頂く「 ちょい 吞 み 」にピッタリな 小 ぶりな 徳 利 で す 。

NEW

NEW

切立盃十草

片ペコ十草 二合

10-14-13［161-1147］ 10-14-15［161-1153］
本体価格 650円+税
〈φ50×H37㎜･40㎖〉

本体価格 1,750円+税
〈φ77×H164㎜･285㎖〉

NEW

NEW

盃赤

角徳利 赤

10-14-16［161-1162］ 10-14-17［161-1160］
本体価格 600円+税
〈φ67×H29㎜･35㎖〉

本体価格 1,750円+税
〈65×65×H167㎜･380㎖〉

NEW

NEW

10-14-18［161-1163］ 10-14-19［161-1161］
盃 黒マット

本体価格 600円+税
〈φ67×H29㎜･35㎖〉

角徳利 黒マット

本体価格 1,750円+税
〈65×65×H167㎜･380㎖〉

Choinomi
ちょい 呑 み

NEW

10-14-14［161-1152］

NEW

片ペコ十草 八勺

10-15-15［161-1227］

本体価格 1,200円+税
〈φ64×H141㎜･140㎖〉

盃 白流

本体価格 330円+税
〈φ56×H38㎜･45㎖〉

10-14-20［161-826］ 10-14-21［161-825］

ぐい呑 赤絵花鳥

徳利 赤絵花鳥

本体価格 750円+税
本体価格 1,650円+税
〈φ45×H54㎜･50㎖〉 〈φ67×H130㎜･150㎖〉
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NEW

NEW

盃 備前

手付き徳利 備前

10-14-22［161-1157］ 10-14-23［161-1156］
本体価格 400円+税
〈φ60×H32㎜･40㎖〉

本体価格 1,400円+税
〈φ85×H130㎜･320㎖〉

NEW

NEW

10-14-24［161-1143］ 10-14-25［161-1150］

ぐい呑 伊賀織部

本体価格 330円+税
〈φ57×H42㎜･50㎖〉

口付丸徳利 伊賀織部

本体価格 1,050円+税
〈100×90×H110㎜･310㎖〉

NEW

10-15-19［161-1149］

ちょいのみ徳利 備前

本体価格 800円+税
〈φ78×H95㎜･190㎖〉

NEW

10-15-20［161-1148］

ちょいのみ徳利 粉引

本体価格 800円+税
〈φ78×H95㎜･190㎖〉

NEW

NEW

10-15-16［161-1226］

NEW

10-15-17［161-1142］ 10-15-18［161-1141］

リンゴ型徳利 白流

盃 灰黄グリーン流し

本体価格 600円+税
〈φ80×H90㎜･215㎖〉

本体価格 350円+税
〈φ55×H35㎜･50㎖〉

NEW

10-15-21［161-1229］
盃 黒織部

本体価格 330円+税
〈φ56×H38㎜･45㎖〉

六角徳利 灰黄グリーン流し

本体価格 600円+税
〈φ80×H90㎜･210㎖〉

NEW

10-15-22［161-1228］

角丸徳利 黒織部

本体価格 600円+税
〈φ80×H90㎜･250㎖〉
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Shizuru

Yu r a r i

しずる

ゆらり

注ぐ姿の美しさ

呑み頃をキープ

美 味しい お 酒を粋 に 飲 む 器 で す 。
冷 酒 器 にな み な み 入 れ ると盃 に 程よく注 が れます 。日 本 酒
好きの 方 に 是 非 楽しんで 頂きた い 新しい 酒 器 で す 。

上 の 丸 いカップ が ゆらゆら 揺 れ る 、楽し い 酒 器 で す 。カップ に
氷 を 入 れることで 冷 気 が 蓋 のような 働きを す るの で 、お 酒 を 薄
め ず に 冷 やし 、保 冷 することが できます 。

10-17-1［161-895］

ゆらり 二合

本体価格 3,250円+税
〈90×118×H120㎜･400㎖〉

10-17-2［161-896］

ゆらり 一合

本体価格 2,750円+税
〈90×110×H110㎜･200㎖〉

10-17-3［161-897］

ゆらり 盃

本体価格 500円+税
〈φ60×H38㎜･60㎖〉

10-16-1［161-921］

しずる冷酒器セット 粉引

本体価格 2,400円+税
冷酒器〈80×90×H68㎜･120㎖〉
盃〈φ57×H35㎜･50㎖〉
皿〈150×140×H20㎜〉

NEW

10-17-4［161-1095］

コロン盃 青磁

本体価格 500円+税
〈φ60×H37㎜･55㎖〉

NEW

10-17-5［161-1090］

コロン 青磁

本体価格 2,800円+税
〈φ110×95×H66㎜･230㎖〉

10-16-2［161-920］

しずる冷酒器セット 銀黒

本体価格 2,400円+税
冷酒器〈80×90×H68㎜･120㎖〉
盃〈φ57×H35㎜･50㎖〉
皿〈150×140×H20㎜〉
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10-18-1［161-951］

片口冷酒器大 古窯黒錆吹き

本体価格 1,350円+税
〈φ116×88×H111㎜･350㎖〉

Reishu-ki

10-18-2［161-952］

片口冷酒器小 古窯黒錆吹き

冷酒器

本体価格 1,100円+税
〈φ98×76×H96㎜･250㎖〉

10-18-3［161-953］

冷酒盃 古窯黒錆吹き

本体価格 430円+税
〈φ58×H66㎜･80㎖〉

10-19-1［161-961］

グラス 銀黒

本体価格 730円+税
〈φ44×H64㎜･50㎖〉

10-19-2［161-960］

片口ボトル 銀黒

本体価格 1,780円+税
〈φ82×62×H148㎜･290㎖〉

10-19-3［161-963］

グラス 白

本体価格 730円+税
〈φ44×H64㎜･50㎖〉

10-19-4［161-962］

片口ボトル 白

本体価格 1,780円+税
〈φ82×62×H148㎜･290㎖〉

10-19-5［161-1016］

10-19-8［161-1013］

盃 備前

盃 粉引

本体価格 400円+税
〈φ58×H38㎜･60㎖〉

本体価格 400円+税
〈φ58×H38㎜･60㎖〉

10-19-6［161-1021］

10-19-9［161-1023］

燗冷酒器小 備前

燗冷酒器小 粉引

本体価格 1,900円+税
〈68×113×H131㎜･230㎖〉

本体価格 1,900円+税
〈68×113×H131㎜･230㎖〉

10-19-7［161-1020］

10-19-10［161-1022］

燗冷酒器大 備前

燗冷酒器大 粉引

本体価格 2,300円+税
〈78×123×H156㎜･350㎖〉

10-18-4［161-039］ 10-18-5［161-038］
盃 青磁刷毛

片口 青磁刷毛

本体価格 400円+税
本体価格 850円+税
〈φ65×H65㎜･100㎖〉 〈117×87×H108㎜･270㎖〉

10-18-6［161-041］ 10-18-7［161-040］
盃 うでい

片口 うでい

本体価格 400円+税
本体価格 850円+税
〈φ65×H65㎜･100㎖〉〈117×87×H108㎜･270㎖〉

本体価格 2,300円+税
〈78×123×H156㎜･350㎖〉

10-18-8［161-290］ 10-18-9［161-291］

ぐい呑 ゴス吹

冷酒器 ゴス吹

本体価格 600円+税 本体価格 2,400円+税
〈φ56×H40㎜･50㎖〉 〈127×95×H110㎜･380㎖〉

NEW

10-19-14［161-1091］
冷酒器 ホワイト

本体価格 1,800円+税
〈120×100×H86㎜･310㎖〉

NEW

10-19-15［161-1092］

ぐい呑 ホワイト

本体価格 900円+税
〈φ75×H70㎜･130㎖〉

10-19-11［161-1019］
盃 華赤絵

本体価格 800円+税
〈φ58×H38㎜･60㎖〉

10-18-10［161-923］ 10-18-11［161-922］
面取高台盃 粉引

面取片口冷酒器 粉引

本体価格 1,000円+税 本体価格 3,000円+税
〈φ61×H56㎜･60㎖〉 〈142×102×H82㎜･280㎖〉

10-18-12［161-925］ 10-18-13［161-924］
高台盃 錆十草

片口冷酒器 錆十草

本体価格 1,000円+税 本体価格 3,000円+税
〈φ61×H56㎜･60㎖〉 〈142×102×H82㎜･280㎖〉

10-18-14［161-480］ 10-18-15［161-479］

ひびき お猪口

ひびき 酒器

本体価格 500円+税
本体価格 1,480円+税
〈φ54×H54㎜･70㎖〉 〈94×77×H118㎜･330㎖〉

10-19-12［161-1025］

NEW

燗冷酒器小 華赤絵

本体価格 2,700円+税
〈68×113×H131㎜･230㎖〉

10-19-16［161-1093］
冷酒器トルコ

本体価格 1,800円+税
〈120×100×H86㎜･310㎖〉

10-19-13［161-1024］
燗冷酒器大 華赤絵

NEW

10-19-17［161-1096］

ぐい呑トルコ

本体価格 900円+税
〈φ75×H70㎜･130㎖〉

本体価格 3,300円+税
〈78×123×H156㎜･350㎖〉

10-18-16［161-388］

ほろ酔い酒器 青磁刷毛

10-18-18［161-392］
木蓋

本体価格 1,350円+税
本体価格 450円+税
〈98×133×H148㎜･480㎖〉〈φ103㎜〉

10-18-17［161-386］

10-18-19［161-945］ 10-18-20［161-944］
呑んべぇ冷盃 黒

呑んべぇ冷酒器 黒

本体価格 400円+税
本体価格 800円+税
〈φ65×H66㎜･100㎖〉 〈130×96×H61㎜･290㎖〉

10-18-21［161-943］

10-18-22［161-942］

呑んべぇ冷酒盃 黄瀬戸 呑んべぇ冷酒器 黄瀬戸

本体価格 400円+税
〈φ65×H66㎜･100㎖〉

本体価格 800円+税
〈130×96×H61㎜･290㎖〉

NEW

10-19-18［161-1257］
丸冷燗器 唐津

本体価格 1,850円+税
〈φ85×H94㎜･260㎖〉

NEW

10-19-19［161-1258］
丸冷燗器 粉引

本体価格 1,850円+税
〈φ85×H94㎜･260㎖〉

NEW

10-19-20［161-1094］
面取冷酒器トルコ

本体価格 1,250円+税
〈84×74×H90㎜･180㎖〉

NEW

10-19-21［161-1097］
面取盃トルコ

本体価格 830円+税
〈φ68×H42㎜･75㎖〉

ほろ酔い酒器 いぶし天目

18

本体価格 1,350円+税
〈98×133×H148㎜･480㎖〉
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うぐ い す 徳 利 は お 酒を注ぐ 度 に
さえ ずりのような 音 が 鳴ります 。
1. 10-20-1［161-1007］

6

うぐいす盃 梅木 本体価格
〈φ58×H34㎜･20㎖〉

2. 10-20-2［161-354］

Mingei-shuki

三角盃 梅木 本体価格
〈φ68×H30㎜･50㎖〉

穴アキ盃 梅木 本体価格
〈φ72×H40㎜･80㎖〉

5

1,300円+税

1,000円+税

3. 10-20-3［161-355］

民芸酒器

1,000円+税

4. 10-20-4［161-356］
盃台 梅木 本体価格 2,000円+税

2

〈φ80×H47㎜〉

5. 10-20-5［161-357］

ひさご八勺 梅木 本体価格
〈φ70×H134㎜･150㎖〉

1,200円+税

6. 10-20-6［161-358］
4

お か わり徳 利 は 空 になって から振 ると
チリンチリンと鳴ります 。

うぐいす徳利 梅木 本体価格
〈φ63×H150㎜･230㎖〉

3

NEW

NEW

10-21-1［161-1168］
雪ダルマ徳利

4,300円+税

NEW

10-21-2［161-1167］
雪ダルマ盃 黒

本体価格 700円+税
〈φ88×H116㎜･310㎖〉

NEW

10-21-3［161-1173］

10-21-4［161-1174］

おかわり徳利 透明白

本体価格 200円+税
〈φ45×H37㎜･30㎖〉

おかわり徳利 銀黒

本体価格 3,400円+税
〈φ100×H120㎜･225㎖〉

本体価格 3,400円+税
〈φ100×H120㎜･225㎖〉

1
トクトク徳 利 は お 酒を注ぐ 度 に
トクトクと音 が 鳴ります 。
1
3

4
NEW

10-21-5［161-1169］

1. 10-20-8［161-322］
天狗 盃 本体価格 1,700円+税

トクトク徳利 透明白

本体価格 2,000円+税
〈φ77×H135㎜･215㎖〉

〈70×56×H82㎜･80㎖〉

2. 10-20-9［161-323］
火男 盃 本体価格 830円+税

2

10-20-7［161-326］

NEW

NEW

10-21-6［161-1171］

NEW

10-21-7［161-1170］

盃 透明白

10-21-8［161-1172］

トクトク徳利 銀黒

本体価格 400円+税
〈φ57×H35㎜･50㎖〉

盃 銀黒

本体価格 2,000円+税
〈φ77×H135㎜･215㎖〉

本体価格 400円+税
〈φ57×H35㎜･50㎖〉

〈70×62×H31㎜･50㎖〉

マス盃セット

3. 10-20-10［161-324］
おかめ 盃 本体価格 720円+税

本体価格 4,250円+税
大〈52×52×H35㎜･50㎖〉中〈40×40×H30㎜･30㎖〉
小〈29×29×H24㎜･10㎖〉サイコロ
〈14×14×H14㎜〉

〈47×38×H24㎜･20㎖〉

4. 10-20-11［161-325］
駒 三絵巻 本体価格 450円+税
〈φ20×H30㎜〉

1

モダンな干 支デザインの盃
干支盃

1. 10-20-12［161-316］
徳利 おかめ 本体価格 1,600円+税

洗 練され たフォルムで 表 現され た 干 支 の 盃 たち 。
美しく耐 久 性 に 優 れ て います 。

〈φ92×H110㎜･350㎖〉

2. 10-20-13［161-317］

ぐい呑 おかめ 本体価格
〈φ62×H28㎜･40㎖〉

3

600円+税

（裏イメージ）

1. 10-21-9［161-782］

干支盃 子
（ねずみ） 本体価格 1,000円+税

3. 10-20-14［161-775］

まめ皿 おかめ 本体価格 750円+税

〈φ89×H20㎜〉

2. 10-21-10［161-783］

干支盃 丑
（うし） 本体価格
〈φ68×H34㎜･50㎖〉

2

3. 10-21-11［161-784］

干支盃 寅
（とら） 本体価格
〈φ68×H32㎜･50㎖〉

1

徳利 ひょっとこ 本体価格 1,600円+税

〈φ92×H110㎜･350㎖〉

2. 10-20-16［161-319］

ぐい呑 ひょっとこ 本体価格
〈φ62×H28㎜･40㎖〉

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

1,000円+税
1,000円+税

4. 10-21-12［161-785］
1. 10-20-15［161-318］

1

〈φ70×H33㎜･50㎖〉

干支盃 卯
（うさぎ） 本体価格
〈φ72×H30㎜･50㎖〉

1,000円+税

5. 10-21-13［161-786］

干支盃 辰
（たつ） 本体価格 1,000円+税

〈φ67×H28㎜･50㎖〉

600円+税

6. 10-21-14［161-787］

干支盃 巳
（へび） 本体価格
〈φ60×H33㎜･50㎖〉

3. 10-20-17［161-776］

まめ皿 ひょっとこ 本体価格 750円+税

〈φ89×H20㎜〉

3

2

7. 10-21-15［161-788］

干支盃 午
（うま） 本体価格
〈φ70×H47㎜･60㎖〉

1,000円+税

1,000円+税

8. 10-21-16［161-789］

干支盃 未
（ひつじ） 本体価格 1,000円+税

〈φ63×H25㎜･50㎖〉

3

9. 10-21-17［161-790］

干支盃 申
（さる） 本体価格
〈φ67×H27㎜･50㎖〉

2
1

1. 10-20-18［161-777］

鬼は外福は内 盃
（青） 本体価格 1,000円+税

〈φ60×H30㎜･35㎖〉

2. 10-20-19［161-778］

鬼は外福は内 盃
（赤） 本体価格 1,000円+税

〈φ60×H30㎜･35㎖〉

3. 10-20-20［161-779］

鬼は外福は内 盃
（緑） 本体価格 1,000円+税

〈φ60×H30㎜･35㎖〉
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10. 10-21-18［161-791］

干支盃 酉
（とり） 本体価格
〈φ65×H31㎜･60㎖〉

11. 10-21-19［161-792］

1,000円+税
1,000円+税

干支盃 戌
（いぬ） 本体価格
〈φ68×H47㎜･60㎖〉

12. 10-21-20［161-793］

1,000円+税

干支盃 亥
（いのしし） 本体価格 1,000円+税

〈φ70×H35㎜･60㎖〉

6

10-21-21［161-781］
干支盃 専用箱

本体価格 320円+税
〈87×113×H62㎜〉

21

Sakazuki
盃

NEW

NEW

10-22-1［161-1135］

10-22-2［161-1134］

平盃 緑雪華

平盃 燿華

本体価格 1,800円+税
〈φ82×H30㎜･60㎖〉

本体価格 1,800円+税
〈φ82×H30㎜･60㎖〉

NEW

10-22-4［161-1133］
平盃 ルリ

本体価格 1,800円+税
〈φ82×H30㎜･60㎖〉

NEW

NEW

10-22-3［161-1136］

NEW

10-23-1［161-1259］

平盃 油滴天目

ぐい呑トルコ

本体価格 1,800円+税
〈φ82×H30㎜･60㎖〉

NEW

10-23-2［161-1260］

ぐい呑 サビ十草

本体価格 500円+税
〈φ70×H48㎜･85㎖〉

NEW

平盃 桜

杯桜

NEW

杯 燿華

本体価格 4,000円+税
〈φ69×H70㎜･75㎖〉

竹節ぐい呑 赤志野

竹節ぐい呑 ねずみ

本体価格 220円+税
〈φ60×H44㎜･60㎖〉

10-23-16［161-1005］

NEW

杯 ルリ

本体価格 4,000円+税
〈φ69×H70㎜･75㎖〉

杯 緑雪華

本体価格 4,000円+税
〈φ69×H70㎜･75㎖〉

10-22-10［161-1000］ 10-22-11［161-1002］ 10-22-12［161-1001］ 10-22-13［161-1003］
冷酒カップ小 ピンク

本体価格 1,300円+税 本体価格 1,300円+税 本体価格 900円+税
〈φ64×H88㎜･140㎖〉 〈φ64×H88㎜･140㎖〉 〈φ47×H54㎜･40㎖〉

冷酒カップ小 ブルー

本体価格 900円+税
〈φ47×H54㎜･40㎖〉

10-23-17［161-1004］

NEW

10-22-14［161-1108］

10-22-15［161-1254］

盃 パール

盃 ブロンズ

本体価格 350円+税
〈φ60×H43㎜･60㎖〉

本体価格 350円+税
〈φ60×H43㎜･60㎖〉

10-23-20［161-1126］

平盃 しぶくさ

平盃 黒伊賀ウズ

NEW

1. 10-23-11［161-497］
ぐい呑 天目 本体価格 250円+税
2. 10-23-12［161-498］
ぐい呑 志野 本体価格 250円+税

「濃厚をチビチビ」
とやりたい形

本体価格 360円+税
〈φ78×H34㎜･60㎖〉

NEW

10-23-22［161-1123］

10-23-23［161-1122］

平盃 ピンク志野

平盃 ねずみ志野

本体価格 360円+税
〈φ78×H34㎜･60㎖〉

本体価格 360円+税
〈φ78×H34㎜･60㎖〉

NEW

10-23-24［161-1124］
平盃 ビードロ

本体価格 360円+税
〈φ78×H34㎜･60㎖〉

ぐい呑 鼠志野 本体価格
〈φ59×H43㎜･65㎖〉
ぐい呑 赤志野 本体価格
〈φ59×H43㎜･65㎖〉

250円+税
250円+税

5. 10-23-15［161-501］
ぐい呑 織部 本体価格 250円+税
〈φ59×H43㎜･65㎖〉

NEW

10-23-25［161-1116-1］

シェリーカップ イエロー

NEW

NEW

10-23-26［161-1116］

シェリーカップトルコ

本体価格 1,500円+税
〈φ70×H70㎜･50㎖〉

10-23-27［161-1116-3］

シェリーカップ オレンジ

本体価格 1,500円+税
〈φ70×H70㎜･50㎖〉

本体価格 750円+税
〈φ69×H55㎜･70㎖〉

厚

10-22-17［161-988］

（グラスセットイメージ）

本体価格 750円+税
〈φ52×H58㎜･60㎖〉

10-23-30［161-237］

ティスティング台 木

10-22-18［161-987］

本体価格 1,100円+税
〈260×90×H14㎜〉

一献盃 ストレート

本体価格 750円+税
〈φ45×H70㎜･50㎖〉
ストレート型

ワングリ型
「しっかり旨み」
を味わいたい形

香りが 淡 い
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シェリーカップ ワインレッド

本体価格 1,500円+税
〈φ70×H70㎜･50㎖〉

お 洒 落 に 利き酒を楽しみ た い 方 に 。
温 か み の あるテイスティンググラスとモダンな 台 。

一献盃 ツボミ

「すっきり、
さっぱり」飲みたい形

NEW

10-23-28［161-1116-2］

一献盃 ラッパ

濃

あっさ り

「とにかく香り」
を楽しみたい形

平盃 青ねずみ志野

〈φ59×H43㎜･65㎖〉

3. 10-23-13［161-499］

テイスティング
10-22-16［161-989］

本体価格 360円+税
〈φ78×H34㎜･60㎖〉

NEW

10-23-21［161-1125］

2

香りが 高 い

ツボミ型

本体価格 1,000円+税
〈φ80×H44㎜･110㎖〉

NEW

10-23-19［161-1127］

本体価格 1,500円+税
〈φ70×H70㎜･50㎖〉

ラッパ型

10-23-18［161-1006］

ぐい呑 金結晶

本体価格 1,000円+税
〈φ80×H44㎜･110㎖〉

NEW

4. 10-23-14［161-500］
日本 酒 の 味 が 変 わったり、解 ったりす る盃 で す 。同
じ日 本 酒 で 盃 の 形 状 を 変 えて み たり、そ の日 本 酒
の 特 徴 に あった 盃 で 飲 ん で み たりと、飲 み 比 べ に
もお す す めな 盃 で す 。

本体価格 220円+税
〈φ60×H44㎜･60㎖〉

5

〈φ59×H43㎜･65㎖〉

NEW

竹節ぐい呑 織部

本体価格 220円+税
〈φ60×H44㎜･60㎖〉

ぐい呑 赤結晶

本体価格 1,000円+税
〈φ80×H44㎜･110㎖〉

10-23-10［161-1120］

竹節ぐい呑 天目

本体価格 220円+税
〈φ60×H44㎜･60㎖〉

ぐい呑 茶結晶

NEW

10-23-9［161-1119］

竹節ぐい呑 白

本体価格 220円+税
〈φ60×H44㎜･60㎖〉

本体価格 360円+税
〈φ78×H34㎜･60㎖〉

一献盃

本体価格 500円+税
〈φ70×H48㎜･85㎖〉

NEW

10-23-8［161-1118］

3

冷酒カップ大 ブルー

ぐい呑 黒均窯

本体価格 500円+税
〈φ70×H48㎜･85㎖〉

NEW

10-23-7［161-1121］

4

冷酒カップ大 ピンク

ぐい呑 雲流

本体価格 500円+税
〈φ70×H48㎜･85㎖〉

NEW

10-23-6［161-1117］

10-22-6［161-1137］ 10-22-7［161-1140］ 10-22-8［161-1139］ 10-22-9［161-1138］
本体価格 4,000円+税
〈φ69×H70㎜･75㎖〉

10-23-5［161-1263］

NEW

10-22-5［161-1132］
本体価格 1,800円+税
〈φ82×H30㎜･60㎖〉

NEW

NEW

10-23-4［161-1262］

ぐい呑 織部十草

本体価格 500円+税
〈φ70×H48㎜･85㎖〉

1
NEW

NEW

10-23-3［161-1261］

10-22-19［161-990］
一献盃 ワングリ

本体価格 750円+税
〈φ60×H50㎜･50㎖〉

10-23-29［161-229］

テイスティング台 黒石目

本体価格 1,150円+税
〈262×90×H10㎜〉

10-23-31［161-228］

テイスティンググラス 藍

本体価格 600円+税
〈φ70×H90㎜･80㎖〉

10-23-32［161-226］

テイスティンググラス アメ

本体価格 600円+税
〈φ70×H90㎜･80㎖〉

10-23-33［161-225］

テイスティンググラス 織部

本体価格 600円+税
〈φ70×H90㎜･80㎖〉

23

Kanrei-ki
燗冷器

NEW

1. 10-24-1［161-143］

杵型削りタンブラー うでい 本体価格 530円+税

NEW

10-25-2［161-1211］

10-25-3［161-1194］

本体価格 2,650円+税
徳利〈φ61×H100㎜･125㎖〉
湯燗器〈φ97×H100㎜〉

本体価格 2,650円+税
徳利〈φ61×H100㎜･125㎖〉
湯燗器〈φ97×H100㎜〉

本体価格 3,000円+税
徳利〈φ76×H120㎜･300㎖〉
燗冷器〈φ123×H120㎜〉

手付き燗冷器 粉引

2

NEW

10-25-1［161-1210］

手付き燗冷器 いぶし

燗冷器 二合 粉引

NEW

10-25-4［161-1193］

燗冷器 二合 いぶし

本体価格 3,000円+税
徳利〈φ76×H120㎜･300㎖〉
燗冷器〈φ123×H120㎜〉

〈φ72×H110㎜･300㎖〉

1
3

2. 10-24-2［161-189］

燗冷徳利二合 うでい 本体価格
〈φ88×H130㎜･320㎖〉

3. 10-24-3［161-190］

5

燗冷器 うでい 本体価格
〈φ118×H120㎜〉

4. 10-24-4［161-191］

コンロ うでい 本体価格
〈φ118×H78㎜〉

4

1,080円+税

960円+税

830円+税

5. 10-24-5［161-192］

カップ燗冷器 うでい 本体価格 700円+税

〈φ118×H78㎜〉

6. 10-24-6［161-193］
盃 うでい 本体価格 400円+税
〈φ68×H45㎜･100㎖〉

6
NEW

NEW

10-25-5［161-1100］

10-25-6［161-1099］

手付き燗瓶大 天目

本体価格 1,100円+税
〈126×114×H125㎜･535㎖〉

1. 10-24-7［161-144］

手付き燗瓶小 天目

本体価格 900円+税
〈112×102×H110㎜･350㎖〉

NEW

10-25-7［161-1098］
盃 天目

本体価格 210円+税
〈φ55×H38㎜･40㎖〉

10-25-8［161-010］ 10-25-9［161-011］
黒じょか
（直火OK）

盃黒

本体価格 2,100円+税 本体価格 380円+税
〈φ144×H90㎜･480㎖〉〈φ76×H31㎜･60㎖〉

10-25-10［161-086］

10-25-11［161-087］

黒じょか手付
（直火OK） ソラキュー

本体価格 460円+税
本体価格 2,100円+税
〈φ148×H88㎜･480㎖〉 〈φ69×H44㎜･60㎖〉

10-25-12［161-088］

杵型削りタンブラー 青磁刷毛 本体価格 530円+税

ソラキュー穴あき

本体価格 500円+税
〈φ69×H44㎜･60㎖〉

〈φ72×H110㎜･300㎖〉

2. 10-24-8［161-196］

2

燗冷徳利二合 青磁刷毛 本体価格 1,080円+税

〈φ88×H130㎜･320㎖〉

3. 10-24-9［161-197］

燗冷器 青磁刷毛 本体価格 960円+税

〈φ118×H120㎜〉

4. 10-24-10［161-198］

1

3

コンロ 青磁刷毛 本体価格 830円+税

〈φ118×H78㎜〉

5. 10-24-11［161-199］

カップ燗冷器 青磁刷毛 本体価格 700円+税

〈φ118×H78㎜〉

6. 10-24-12［161-200］

盃 青磁刷毛 本体価格
〈φ68×H45㎜･100㎖〉

5

4

400円+税

7. 10-24-13［161-194］
燗冷器木台 本体価格 1,000円+税
〈150×150×H20㎜〉

NEW

NEW

10-25-13［161-1104］

6

7

10-25-14［161-1105］

骨酒岩魚 大

骨酒岩魚 小

本体価格 3,250円+税
〈315×88×H119㎜･690㎖〉

本体価格 2,900円+税
〈285×86×H107㎜･545㎖〉

NEW

10-25-15［161-1102］
骨酒 盃

本体価格 400円+税
〈φ85×H33㎜･70㎖〉

1
4

3

2

6
5

1. 10-24-14［161-202］

燗冷徳利二合 かがり火 本体価格 1,080円+税

〈φ88×H130㎜･320㎖〉

2. 10-24-15［161-203］

燗冷器 かがり火 本体価格 960円+税

〈φ118×H120㎜〉

3. 10-24-16［161-204］

コンロ かがり火 本体価格 830円+税

〈φ118×H78㎜〉
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4. 10-24-17［161-205］

カップ燗冷器 かがり火 本体価格 700円+税

〈φ118×H78㎜〉

5. 10-24-18［161-206］
盃 かがり火 本体価格 400円+税
〈φ68×H45㎜･100㎖〉

6. 10-24-19［161-374］

ローソク 10PCセット 本体価格 580円+税

NEW

10-25-16［161-1107］

ひれ酒 ふぐ

本体価格 1,000円+税
〈φ75×H92㎜･140㎖〉

NEW

10-25-17［161-1106］

ひれ酒 天目

本体価格 1,000円+税
〈φ75×H92㎜･140㎖〉

NEW

10-25-18［161-1103］
千筋ふぐひれ酒 青磁

本体価格 1,700円+税
〈φ75×H96㎜･155㎖〉

NEW

10-25-19［161-1245］
枡

本体価格 1,000円+税
〈82×82×H51㎜〉

〈φ38×H15㎜〉

※ローソク以外では使用しないで下さい。
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とても軽 い 、軽 量タイプ のカップ で す 。同じ 大きさの
他 のカップと比 べ ると断 然 軽く、さらにボ ディー にく
ぼ み が あるの で 持 ちや すくなって います 。

Karugaru

口 元 が 大きく広 が って い るた め 、本 格 焼 酎 の 持 つ
香りを楽しめる焼 酎 グラスで す 。

Daichino-kaori

（断面イメージ）
4

かるがる

大 地 の 香り
1

10-27-1［161-767］

2

（スタックできます）

大地の香り 粉引斑点

本体価格 580円+税
〈φ94×H83㎜･270㎖〉

3

6
10-27-3［161-773］

5

大地の香り ゴス茶

本体価格 580円+税
〈φ94×H83㎜･270㎖〉

1. 10-26-1［161-721］

3. 10-26-3［161-723］

かるがるのっぽビール いぶし

かるがるハイボールグラス いぶし

本体価格 800円+税
〈φ68×H136㎜･330㎖〉

2. 10-26-2［161-722］

本体価格 850円+税
〈φ90×H125㎜･470㎖〉

かるがるのっぽビール 粉引斑点

本体価格 800円+税
〈φ68×H136㎜･330㎖〉

4. 10-26-4［161-724］

かるがるハイボールグラス 粉引斑点

本体価格 850円+税
〈φ90×H125㎜･470㎖〉

二 重 構 造 になって いるの で 、熱 い 飲 み 物 を 入
れ ても、外 側 は 熱くなりませ ん 。また 、保 温 力 に
より冷 た い 飲 み 物 も 温 まりにくい の で 長 い 時
間 美 味しく頂 け 、さらに 水 滴 が つきにくい の で
テーブ ルも濡 れ にくくなって います 。

Keep

5. 10-26-5［161-725］

本体価格 580円+税
〈φ88×H83㎜･300㎖〉

大地の香り いぶし

本体価格 580円+税
〈φ94×H83㎜･270㎖〉

6. 10-26-6［161-726］

かるがるロック 粉引斑点

本体価格 580円+税
〈φ88×H83㎜･300㎖〉

美 味しく味 わって 頂くた め の「 コツ 」
を 形 にしまし た 。い つもの 飲 み 物 を
より美 味しく感じ て 頂 け るように 、容
量 や 形 、口 当 たりにこだわりました 。

１０
4

6

6:4のラインがさりげなく入っています。
焼酎とお湯、
どちらを先に入れるかで違
う味わいが生まれてきます。アルコール
度数25%の焼酎の場合、最初に焼酎
を入れるなら6のラインまで、先にお湯を
入れるなら4のラインを目安に。

5

キ ープ

10-27-2［161-770］

かるがるロック いぶし

1

グラスの 底 の 中 心 部が 凸 状に
なっているので、焼酎を注ぐとグ
ラスの中で対 流し、よくなじみま
す。スタッキングができ、収納にも
便利です。

2

Ta i r y u

1
2

対流

6

2

4
3

1. 10-26-7［161-731］

キープグラス
タンブラー大 青磁刷毛

本体価格 1,480円+税
〈φ94×H133㎜･410㎖〉

2. 10-26-8［161-737］

キープグラス
タンブラー小 青磁刷毛

本体価格 1,450円+税
〈φ88×H118㎜･340㎖〉
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3. 10-26-9［161-739］
キープグラス
ロック 青磁刷毛

本体価格 1,050円+税
〈φ90×H91㎜･270㎖〉

4. 10-26-10［161-732］

キープグラス
タンブラー大 いぶし天目

本体価格 1,480円+税
〈φ94×H133㎜･410㎖〉

5. 10-26-11［161-738］

キープグラス
タンブラー小 いぶし天目

本体価格 1,250円+税
〈φ88×H118㎜･340㎖〉

6. 10-26-12［161-740］
キープグラス
ロック いぶし天目

本体価格 1,050円+税
〈φ90×H91㎜･270㎖〉

4

3

1. 10-27-4［161-735］

対流タンブラー 粉引斑点

本体価格 800円+税
〈φ91×H135㎜･410㎖〉

2. 10-27-5［161-736］

対流タンブラー いぶし

本体価格 800円+税
〈φ91×H135㎜･410㎖〉

3. 10-27-6［161-741］

スタッキング対流グラス 粉引斑点

本体価格 580円+税
〈φ80×H84㎜･250㎖〉

4. 10-27-7［161-742］

スタッキング対流グラス いぶし

本体価格 580円+税
〈φ80×H84㎜･250㎖〉
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1. 10-28-1［161-016］

タタキロックグラス うでい 本体価格 450円+税

3

〈φ93×H84㎜･310㎖〉

2. 10-28-2［161-027］

タタキロックグラス 青磁刷毛 本体価格 450円+税

1

Rock-glass

〈φ93×H84㎜･310㎖〉

3. 10-28-3［161-121］

タタキロックグラス 黄瀬戸萩 本体価格 450円+税

〈φ93×H84㎜･310㎖〉

ロックグラス

4. 10-28-4［161-029］

タタキロックグラス 灰釉ゴス巻 本体価格 450円+税

〈φ93×H84㎜･310㎖〉

5. 10-28-5［161-772］

タタキロックグラス ゴス茶 本体価格 450円+税

2

10-29-1［161-427］

〈φ93×H84㎜･310㎖〉

10-29-2［161-428］

ハーフロックグラス 粉引

ハーフロックグラス いぶし天目

本体価格 580円+税
〈φ81×H95㎜･305㎖〉

6. 10-28-6［161-766］

タタキロックグラス 粉引斑点 本体価格 450円+税

本体価格 580円+税
〈φ81×H95㎜･305㎖〉

10-29-3［161-1084］

10-29-4［161-1083］

10-29-5［161-1082］

本体価格 600円+税
〈φ83×H82㎜･240㎖〉

本体価格 600円+税
〈φ83×H82㎜･240㎖〉

本体価格 600円+税
〈φ83×H82㎜･240㎖〉

杵型ロックグラス 粉引斑点

杵型ロックグラス グリーン

杵型ロックグラス ブルー

〈φ93×H84㎜･310㎖〉

4

7. 10-28-7［161-769］

タタキロックグラス いぶし 本体価格 450円+税

〈φ93×H84㎜･310㎖〉
169mm

※スタックできます

6
5

10-28-8［161-768］

スッタクロックグラス 粉引斑点

本体価格 480円+税
〈φ81×H82㎜･280㎖〉

10-28-11［161-091］

ダイヤモンドロックグラス
うでい

本体価格 480円+税
〈φ83×H77㎜･270㎖〉

10-28-9［161-771］

スッタクロックグラス いぶし

本体価格 480円+税
〈φ81×H82㎜･280㎖〉

10-28-12［161-094］

スタックロックグラス ゴス茶

本体価格 480円+税
〈φ81×H82㎜･280㎖〉

10-28-13［161-097］

ダイヤモンドロックグラス
青磁刷毛

ダイヤモンドロックグラス
黄瀬戸萩

本体価格 480円+税
〈φ83×H77㎜･270㎖〉

7

10-28-10［161-774］

本体価格 480円+税
〈φ83×H77㎜･270㎖〉

10-29-6［161-1037］

10-29-7［161-1039］

10-29-8［161-1038］

本体価格 500円+税
〈φ92×H84㎜･300㎖〉

本体価格 500円+税
〈φ92×H84㎜･300㎖〉

本体価格 500円+税
〈φ92×H84㎜･300㎖〉

螺旋彫りロックグラス 白マット

※スタックできます

10-28-14［161-100］

ダイヤモンドロックグラス
かがり火

本体価格 480円+税
〈φ83×H77㎜･270㎖〉

10-28-15［161-805］

螺旋彫りロックグラス イラボ

本体価格 480円+税
〈φ83×H77㎜･270㎖〉

NEW

本体価格 520円+税
〈φ81×H81㎜･250㎖〉

10-28-22［161-092］

手捻りロックグラス うでい

本体価格 520円+税
〈φ95×H84㎜･270㎖〉
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本体価格 520円+税
〈φ81×H81㎜･250㎖〉

10-28-23［161-095］

手捻りロックグラス 青磁刷毛

本体価格 520円+税
〈φ95×H84㎜･270㎖〉

10-28-19［161-099］

削りロックグラス 黄瀬戸萩

本体価格 520円+税
〈φ81×H81㎜･250㎖〉

10-28-24［161-098］

手捻りロックグラス 黄瀬戸萩

本体価格 520円+税
〈φ95×H84㎜･270㎖〉

10-28-20［161-102］

削りロックグラス かがり火

本体価格 520円+税
〈φ81×H81㎜･250㎖〉

10-28-25［161-101］

手捻りロックグラス かがり火

本体価格 520円+税
〈φ95×H84㎜･270㎖〉

10-28-26［161-803］

本体価格 730円+税
〈φ94×H97㎜･410㎖〉

10-29-14［161-1188］

梅酒カップトルコ

焼酎カップ アメ釉窯変

本体価格 1,250円+税
〈φ90×H80㎜･290㎖〉

本体価格 1,400円+税
〈φ87×H90㎜･285㎖〉

NEW

10-29-15［161-1189］
焼酎カップ 総織部窯変

本体価格 1,400円+税
〈φ87×H90㎜･285㎖〉

NEW

10-29-16［161-1187］
焼酎カップ 栗毛釉窯変

本体価格 1,400円+税
〈φ87×H90㎜･285㎖〉

10-28-21［161-120］

削りロックグラス 灰釉ゴス巻

本体価格 520円+税
〈φ81×H81㎜･250㎖〉

手捻りロックグラス 粉引斑点

本体価格 520円+税
〈φ95×H84㎜･270㎖〉

NEW

10-29-13［161-1185］

六角カップトルコ

削りロックグラス 青磁刷毛

本体価格 730円+税
〈φ94×H97㎜･410㎖〉

10-29-11［161-801］

たっぷりカップ 灰釉ゴス巻

本体価格 480円+税
〈φ83×H77㎜･270㎖〉

本体価格 1,000円+税
〈φ80×H82㎜･235㎖〉

10-28-18［161-096］

本体価格 730円+税
〈φ94×H97㎜･410㎖〉

10-29-10［161-802］

たっぷりカップ 青磁刷毛

ダイヤモンドロックグラス
ゴス茶

NEW

削りロックグラス うでい

10-29-9［161-800］

たっぷりカップ 天正黒

10-28-16［161-806］

ダイヤモンドロックグラス
粉引斑点

10-29-12［161-1186］

10-28-17［161-093］

螺旋彫りロックグラス 銀彩

10-28-27［161-804］

手捻りロックグラス ゴス茶

本体価格 520円+税
〈φ95×H84㎜･270㎖〉

NEW

10-29-17［161-1221］
削り八角カップ 鉄結晶

本体価格 950円+税
〈φ87×H80㎜･210㎖〉

NEW

10-29-18［161-1222］
削り八角カップ ビードロ

本体価格 950円+税
〈φ87×H80㎜･210㎖〉

NEW

10-29-19［161-1223］
削り八角カップ 深海

本体価格 950円+税
〈φ87×H80㎜･210㎖〉

NEW

10-29-20［161-1110］
冷酒カップ アメ釉窯変

本体価格 1,100円+税
〈φ80×H71㎜･170㎖〉

NEW

10-29-21［161-1111］
冷酒カップ 栗毛釉窯変

本体価格 1,100円+税
〈φ80×H71㎜･170㎖〉

NEW

10-29-22［161-1112］
冷酒カップ 総織部窯変

本体価格 1,100円+税
〈φ80×H71㎜･170㎖〉
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お好みの割り方でどうぞ
湯割タンブラー

Tu m b l e r

内 側 に 6 : 4 のラインがさりげ なく入 って います 。焼 酎とお 湯 、ど ちらを 先 に 入 れ るか で
違う味 わ い が 生まれ てきます 。アルコー ル 度 数 が 2 5 % の 焼 酎 の 場 合 、最 初 に 焼 酎 を
入 れるなら6 のラインまで 、先 に お 湯を入 れるなら4 のラインを目安 に 。

タンブラ ー

1

10-31-1［161-729］

10-31-2［161-730］

10-31-3［161-268］

10-31-4［161-269］

本体価格 900円+税
〈φ85×H148㎜･230㎖〉

本体価格 900円+税
〈φ85×H148㎜･230㎖〉

本体価格 700円+税
〈φ80×H102㎜･240㎖〉

本体価格 700円+税
〈φ80×H102㎜･240㎖〉

丸浜反タンブラー ホワイト

2

丸浜反タンブラー ブラック

反タンブラー 信楽

反タンブラー 黒伊賀

10-31-5［161-270］

10-31-6［161-271］

ひと口コップ 信楽

本体価格 530円+税
〈φ58×H100㎜･150㎖〉

ひと口コップ グリーン

本体価格 530円+税
〈φ58×H100㎜･150㎖〉

1. 10-30-6［161-023］

湯割タンブラー 黄瀬戸萩

本体価格 560円+税
〈φ82×H110㎜･260㎖〉

2. 10-30-7［161-022］

湯割タンブラー 青磁刷毛

本体価格 560円+税
〈φ82×H110㎜･260㎖〉

3. 10-30-8［161-024］

湯割タンブラー 灰釉ゴス巻

10-30-1［161-007］

10-30-2［161-006］

10-30-3［161-005］

本体価格 480円+税
〈φ75×H101㎜･190㎖〉

本体価格 560円+税
〈φ82×H110㎜･260㎖〉

本体価格 730円+税
〈φ86×H119㎜･310㎖〉

湯割一口 うでい

湯割タンブラー うでい

本体価格 560円+税
〈φ82×H110㎜･260㎖〉

湯割カップ小 うでい

4. 10-30-9［161-025］

3

湯割タンブラー 赤信楽

本体価格 560円+税
〈φ82×H110㎜･260㎖〉

4

5. 10-30-10［161-026］

湯割タンブラー 黄信楽

本体価格 560円+税
〈φ82×H110㎜･260㎖〉

10-31-7［161-502］

プレミアムタンブラー ブラウン

本体価格 950円+税
〈φ85×H146㎜･380㎖〉

10-31-8［161-503］

プレミアムタンブラー ブルー

本体価格 950円+税
〈φ85×H146㎜･380㎖〉

NEW

10-31-9［161-1183］

ビアカップ ホワイト

本体価格 1,500円+税
〈φ84×H131㎜･380㎖〉

NEW

10-31-11［161-1055］

10-31-10［161-1184］

ろくろ目反タンブラー ブルー

本体価格 750円+税
〈φ80×H122㎜･240㎖〉

ビアカップトルコ

本体価格 1,500円+税
〈φ84×H131㎜･380㎖〉

10-31-12［161-1056］

ろくろ目反タンブラー グリーン

本体価格 750円+税
〈φ80×H122㎜･240㎖〉

10-31-13［161-1057］

ろくろ目反タンブラー 粉引斑点

本体価格 750円+税
〈φ80×H122㎜･240㎖〉

10-30-4［161-004］

10-30-5［161-003］

本体価格 890円+税
〈φ88×H134㎜･350㎖〉

本体価格 1,050円+税
〈φ95×H148㎜･470㎖〉

湯割カップ中 うでい

湯割カップ大 うでい

ビールの風 味が変ります

5

グラスの 中 面を無 釉 にしました 。細 か い 凹 凸 がビールの 風 味を美 味しく変 化させます 。

Beer-glass
ビー ル 用
（泡立ち仕様）

10-31-14［161-260］

ビールジョッキー うでい

10-30-11［161-125］

タタキチューハイグラス大
うでい

本体価格 900円+税
〈φ95×H148㎜･530㎖〉

本体価格 730円+税
〈φ89×H134㎜･400㎖〉

10-30-17［161-135］

10-30-18［161-136］

本体価格 700円+税
〈φ89×H110㎜･310㎖〉

本体価格 700円+税
〈φ89×H110㎜･310㎖〉

総削りビール小 うでい
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10-30-12［161-126］

タタキチューハイグラス中
うでい

総削りビール小 青磁刷毛

10-30-13［161-127］

タタキチューハイグラス小
うでい

本体価格 620円+税
〈φ87×H120㎜･320㎖〉

10-30-19［161-137］

さざ波削りタンブラー うでい

本体価格 500円+税
〈φ74×H110㎜･220㎖〉

10-30-14［161-128］

タタキチューハイグラス大
青磁刷毛

本体価格 900円+税
〈φ95×H148㎜･530㎖〉

10-30-15［161-129］

タタキチューハイグラス中
青磁刷毛

本体価格 730円+税
〈φ89×H134㎜･400㎖〉

本体価格 980円+税
本体価格 980円+税
〈φ90×H132㎜･400㎖〉 〈φ90×H132㎜･400㎖〉

10-30-16［161-130］

泡踊り缶型ジョッキ ブルー

本体価格 1,200円+税
〈φ88×H127㎜･520㎖〉

泡踊り缶型ジョッキ グリーン

本体価格 1,200円+税
〈φ88×H127㎜･520㎖〉

泡踊り缶型ジョッキ 粉引斑点

本体価格 1,200円+税
〈φ88×H127㎜･520㎖〉

10-30-22［161-146］

10-31-19［161-251］

10-31-20［161-252］

本体価格 500円+税
〈φ74×H110㎜･220㎖〉

本体価格 560円+税
〈φ91×H102㎜･280㎖〉

本体価格 560円+税
〈φ91×H102㎜･280㎖〉

本体価格 1,080円+税
〈φ86×H180㎜･320㎖〉

本体価格 1,080円+税
〈φ86×H180㎜･320㎖〉

削りラッパタンブラー 青磁刷毛

10-31-17［161-1080］

10-31-18［161-1081］

本体価格 620円+税
〈φ87×H120㎜･320㎖〉

10-30-21［161-145］

削りラッパタンブラー うでい

10-31-16［161-1079］

タタキチューハイグラス小
青磁刷毛

10-30-20［161-138］

さざ波削りタンブラー 青磁刷毛

10-31-15［161-261］

ビールジョッキー 青磁刷毛

丸浜反りビール大 ブラック

丸浜反りビール大 ホワイト

10-31-21［161-255］

ネジリビール大 ブラック

本体価格 860円+税
〈φ90×H133㎜･500㎖〉

10-31-22［161-256］

10-31-23［161-257］

10-31-24［161-258］

本体価格 860円+税
〈φ90×H133㎜･500㎖〉

本体価格 830円+税
〈φ75×H143㎜･280㎖〉

本体価格 830円+税
〈φ75×H143㎜･280㎖〉

ネジリビール大 ホワイト

削りノッポビール ブラック

削りノッポビール ホワイト
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焼酎サーバー

こだ わりの 焼 酎 サ ー バ ー は 、宴 会 用 や 効 果 的 な
ディスプレイとしても活 躍 。遠 赤 外 線 効 果 で 美 味
しく頂 けます 。

Server
サーバー
10-33-1［161-161］

10-33-2［161-160］

居酒屋サーバー1升 かがり火

居酒屋サーバー1升 うでい

本体価格 6,900円+税
〈φ155×H148㎜･1800㎖〉

本体価格 6,900円+税
〈φ155×H148㎜･1800㎖〉

10-33-3［161-061］

10-33-5［161-063］

ロングサーバー うでい

本体価格 6,000円+税
〈φ132×H235㎜･2000㎖〉蓋〈φ118×H27㎜〉

10-33-4［161-065］

NEW

10-32-1［161-1191］
二升瓶 黒

本体価格 16,000円+税
〈φ190×H272㎜･4200㎖〉

NEW

10-32-2［161-1192］

ロングサーバー 青磁刷毛

本体価格 6,000円+税
〈φ132×H235㎜･2000㎖〉蓋〈φ118×H27㎜〉

10-33-6［161-066］

ロングサーバー うでい 木台
（S）
付

ロングサーバー 青磁刷毛 木台
（S）
付

本体価格

本体価格

8,200円+税

8,200円+税

二升瓶 茶

本体価格 16,000円+税
〈φ190×H272㎜･4200㎖〉

脱鉛ロック
食品衛生法により、食品包装用金属の
鉛含有量0.1%基準を満たした
「脱鉛材」
による焼酎サーバー用金属コックです。安
心してご使用下さい。

（角）
（丸）

10-33-7［161-112］

10-33-9［161-114］

角サーバー うでい

本体価格 4,200円+税
〈φ133×H167㎜･1200㎖〉
蓋〈φ133×H34㎜〉身
〈φ133×H139㎜〉

10-33-8［161-113］

10-32-3［161-396］
三升瓶 黒

10-32-4［161-397］

本体価格 21,500円+税
〈φ215×H305㎜･5500㎖〉

三升瓶 茶

本体価格 21,500円+税
〈φ215×H305㎜･5500㎖〉

角サーバー うでい 井桁木台付
本体価格 6,300円+税
木台〈147×147×H108㎜〉

10-33-11［161-068］

角サーバー 青磁刷毛

本体価格 4,200円+税
〈φ133×H167㎜･1200㎖〉
蓋〈φ133×H34㎜〉身
〈φ133×H139㎜〉

10-33-10［161-115］

角サーバー 青磁刷毛 井桁木台付
本体価格 6,300円+税
木台〈147×147×H108㎜〉

10-33-13［161-069］

ファミリーサーバー うでい

本体価格 4,200円+税
〈φ134×H160㎜･1300㎖〉
蓋〈φ134×H28㎜〉身
〈φ134×H138㎜〉

10-33-12［161-116］

ファミリーサーバー うでい 井桁木台付
本体価格 6,300円+税
木台〈147×147×H108㎜〉

ファミリーサーバー 青磁刷毛

本体価格 4,200円+税
〈φ134×H160㎜･1300㎖〉
蓋〈φ134×H28㎜〉身
〈φ134×H138㎜〉

10-33-14［161-117］

ファミリーサーバー 青磁刷毛 井桁木台付
本体価格 6,300円+税
木台〈147×147×H108㎜〉

10-33-15［161-057］

コック角

本体価格
※日本製

4,800円+税

10-33-16［161-058］

コック丸

本体価格

2,650円+税

10-33-17［161-054］

木台
（L） 本体価格 4,650円+税
〈213×213×H168㎜〉

専用木台の上部に穴が開いて
いるので持ち運びが便利です。

10-33-18［161-055］
木台
（M） 本体価格 3,750円+税

〈180×180×H168㎜〉

10-33-19［161-056］
木台
（S） 本体価格 2,500円+税

〈150×150×H168㎜〉

Bottle
10-32-5［161-398］

五升瓶 黒

本体価格 35,000円+税
〈φ296×H375㎜･13000㎖〉

10-32-6［161-399］
五升瓶 茶

本体価格 35,000円+税
〈φ296×H375㎜･13000㎖〉

ボトル

10-33-20［161-347］
宴会用 カメ

10-33-21［161-060］
竹ヒシャク

本体価格 4,000円+税
本体価格 1,600円+税
〈φ175×H175㎜･2700㎖〉〈φ46×H270㎜〉

10-32-7［161-1026］
一斗サーバー

本体価格 70,000円+税
〈φ348×H395㎜･20000㎖〉
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10-33-25［161-001］
焼酎瓶 うでい

10-33-26［161-017］
焼酎瓶 青磁刷毛

10-33-27［161-018］
焼酎瓶 黄瀬戸萩

本体価格 1,700円+税
本体価格 1,700円+税
本体価格 1,700円+税
〈φ102×H180㎜･840㎖〉 〈φ102×H180㎜･840㎖〉 〈φ102×H180㎜･840㎖〉

10-33-28［161-019］
焼酎瓶 灰釉ゴス巻

10-33-22［161-1032］

はち焼酎 大

本体価格 1,700円+税
〈φ236×H80㎜･2000㎖〉

10-33-29［161-021］
焼酎瓶 黄信楽

本体価格 1,700円+税
本体価格 1,700円+税
〈φ102×H180㎜･840㎖〉 〈φ102×H180㎜･840㎖〉

10-33-23［161-1033］

はち焼酎 小

本体価格 1,200円+税
〈φ200×H64㎜･1100㎖〉

10-33-24［161-750］

お玉杓子 木製

本体価格 2,900円+税
〈240×H70㎜〉

10-33-30［161-084］ 10-33-31［161-085］

ボトル うでい

ボトル 青磁刷毛

本体価格 2,150円+税 本体価格 2,150円+税
〈φ90×H206㎜･780㎖〉〈φ90×H206㎜･780㎖〉

33

焼酎通のためのこだわりアイテムです
土 の 質 感 を 感じられ る 陶 器 素 材 で す 。磁 器 に 比 べ 軽く、保 温
性 に 優 れ て います 。

青磁刷毛

Sake goods

1

5

6

酒 グッズ

うでい
1
5

2

6

3

4
2

7

3
4

耐 久 性に優れ、お手入れしやすい

1. 10-35-1［161-075］

アイスペール大 青磁刷毛 本体価格 1,950円+税

磁 器 素 材 だ から、陶 器 に 比 べ 強 度・耐 久 性 に 富 んで います 。業 務 用 に 最 適 で す 。

〈φ126×H119㎜･750㎖〉

2. 10-35-2［161-067］

アイスペール小 青磁刷毛 本体価格 1,150円+税

3

3

〈φ104×H106㎜･450㎖〉

3

3. 10-35-3［161-073］

グレープフルーツ搾り 青磁刷毛 本体価格 820円+税

〈φ131×H62㎜〉

4. 10-35-4［161-080］

レモン搾り 青磁刷毛 本体価格 560円+税

〈φ100×H56㎜〉

5. 10-35-5［161-064］

ピッチャー 青磁刷毛 本体価格 1,420円+税

〈110×88×H147㎜･470㎖〉

6. 10-35-6［161-077］

手付水差し 青磁刷毛 本体価格 2,360円+税

〈φ111×H176㎜･1100㎖〉

1. 10-35-8［161-074］

アイスペール大 うでい 本体価格 1,950円+税

4. 10-35-11［161-009］

レモン搾りうでい 本体価格 560円+税

〈φ126×H119㎜･750㎖〉

2. 10-35-9［161-002］

アイスペール小 うでい 本体価格 1,150円+税

〈φ100×H56㎜〉

5. 10-35-12［161-062］

ピッチャー うでい 本体価格 1,420円+税
〈110×88×H147㎜･470㎖〉

〈φ104×H106㎜･450㎖〉

3. 10-35-10［161-072］

グレープフルーツ搾りうでい 本体価格 820円+税

6. 10-35-13［161-076］

手付水差し うでい 本体価格
〈φ111×H176㎜･1100㎖〉

〈φ131×H62㎜〉

2,360円+税

7. 10-35-7［161-078］

アイストング 本体価格 380円+税

〈150㎜〉

1

1

2

2

1. 10-34-1［161-751］

アイスペール大 粉引斑点 本体価格 1,950円+税

〈φ126×H120㎜･750㎖〉

2. 10-34-2［161-752］

アイスペール小 粉引斑点 本体価格 1,150円+税

〈φ104×H106㎜･450㎖〉

3. 10-34-3［161-754］

ピッチャー 粉引斑点 本体価格 1,400円+税

〈105×92×H150㎜･500㎖〉

雅 [ ホワイト]

1

雅 [ ブラック]

2
2

1. 10-34-4［161-757］

アイスペール大 いぶし 本体価格
〈φ126×H120㎜･750㎖〉

1,950円+税

2. 10-34-5［161-756］

アイスペール小 いぶし 本体価格 1,150円+税

〈φ104×H106㎜･450㎖〉

3. 10-34-6［161-759］

ピッチャー いぶし 本体価格 1,400円+税

〈105×92×H150㎜･500㎖〉

1. 10-34-7［161-762］

アイスペール大 ゴス茶 本体価格
〈φ126×H120㎜･750㎖〉

2. 10-34-8［161-761］

アイスペール小 ゴス茶 本体価格
〈φ104×H106㎜･450㎖〉

2

1,950円+税
1,150円+税

3. 10-34-9［161-764］

ピッチャー ゴス茶 本体価格 1,400円+税
〈105×92×H150㎜･500㎖〉

1

4

1

4
3

3

1. 10-35-14［161-711］

雅 アイスペール ホワイト 本体価格 2,800円+税

〈122×122×H130㎜･1300㎖〉ツル
〈18-0ステンレス〉

2. 10-35-15［161-712］

雅 ピッチャー ホワイト 本体価格
〈74×77×H172㎜･550㎖〉

2,300円+税

3. 10-35-16［161-713］
10-34-10［161-755］

みみ付徳利 粉引斑点

10-34-11［161-753］
手付水差し 粉引斑点

本体価格 2,300円+税
本体価格 2,400円+税
〈φ105×H172㎜･910㎖〉 〈φ111×H178㎜･1300㎖〉
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10-34-12［161-760］

みみ付徳利 いぶし

10-34-13［161-758］
手付水差し いぶし

本体価格 2,300円+税
本体価格 2,400円+税
〈φ105×H172㎜･910㎖〉 〈φ111×H178㎜･1300㎖〉

10-34-14［161-765］

みみ付徳利 ゴス茶

10-34-15［161-763］
手付水差し ゴス茶

本体価格 2,300円+税
本体価格 2,400円+税
〈φ105×H172㎜･910㎖〉 〈φ111×H178㎜･1300㎖〉

雅 ロックグラス ホワイト 本体価格 650円+税

〈90×90×H86㎜･280㎖〉

4. 10-35-17［161-714］

雅 ボトル ホワイト 本体価格 3,000円+税

〈96×96×H173㎜･800㎖〉栓〈コルク、天然木〉

1. 10-35-18［161-715］

雅 アイスペール ブラック 本体価格 2,800円+税
〈122×122×H130㎜･1300㎖〉ツル
〈18-0ステンレス〉

2. 10-35-19［161-716］

雅 ピッチャー ブラック 本体価格
〈74×77×H172㎜･550㎖〉

2,300円+税

3. 10-35-20［161-717］

雅 ロックグラス ブラック 本体価格 650円+税

〈90×90×H86㎜･280㎖〉

4. 10-35-21［161-718］

雅 ボトル ブラック 本体価格 3,000円+税
〈96×96×H173㎜･800㎖〉栓〈コルク、天然木〉
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Makkori・Wine

Naire

マッコリ・ワイン

名入れ
10-36-1［161-1029］

10-36-2［161-1027］

マッコリ碗

本体価格 2,000円+税
〈175×160×H100㎜･1200㎖〉

マッコリ カメ蓋

本体価格 1,000円+税
〈φ152×H45㎜〉

10-36-7［161-464］

10-36-4［161-1030］

マッコリ スプーン
（陶器）

本体価格 350円+税
〈φ94×H64㎜･270㎖〉

マッコリ碗 黄

マッコリ スプーン
（木製）

本体価格 800円+税
〈185×85㎜〉

マッコリ碗 赤

10-36-6［161-463］

10-36-5［161-1031］

本体価格 350円+税
〈φ94×H64㎜･270㎖〉

本体価格 1,150円+税
〈202×85㎜〉

NEW

NEW

10-37-1［161-1249］

マイぐい呑 いぶし
【印刷】

本体価格

本体価格

730円+税

NEW

10-36-9［161-466］

730円+税

10-37-7［161-1268］

10-37-6［161-1269］

本体価格

1,750円+税

マイ徳利
（八勺）
ピンク
【印刷】

NEW

10-37-4［161-1248］

マイ徳利
（二合）かがり火【印刷】

マイ徳利
（二合）いぶし
【印刷】

本体価格

本体価格

1,750円+税

10-37-5［161-1270］

マイぐい呑 ピンク
【印刷】 マイ徳利
（二合）
ピンク
【印刷】
本体価格 750円+税

10-37-3［161-1250］

マイぐい呑 かがり火【印刷】

10-37-2［161-1247］

本体価格

10-37-8［161-1273］ 10-37-10［161-1271］

マイぐい呑
（二半勺）
蛇の目
【印刷】

マイ徳利
（二合）
蛇の目
【印刷】

本体価格

本体価格

620円+税
10-37-9［161-1272］

1,250円+税

マイ徳利
（一合）
蛇の目
【印刷】

1,250円+税

本体価格

1,750円+税

1,050円+税

10-36-10［161-467］

マッコリ碗 黒

10-36-8［161-465］

店 舗 のオリジナル やノベ ルティ用 に お 使 い 下さい 。
※ 別 途 版 代（ 3 0 , 0 0 0 円 ＋ 税 ）が 掛 かりま す 。
版 下 作 製 の 為 、画 像 デ ー タ 又 は 清 刷 等 が 必 要 に なりま す 。

10-36-3［161-1028］

マッコリ カメ身

本体価格 500円+税
〈φ97×H55㎜･240㎖〉

3 0 本よりオリジナル名 入れができます

本体価格 350円+税
〈φ94×H64㎜･270㎖〉

マッコリ碗 白

本体価格 350円+税
〈φ94×H64㎜･270㎖〉

マッコリ碗 緑

本体価格 350円+税
〈φ94×H64㎜･270㎖〉

10-37-11［161-416］ 10-37-12［161-417］ 10-37-13［161-418］

10-37-14［161-413］ 10-37-15［161-414］ 10-37-16［161-415］

マイボトル
（ストレート型） マイボトル
（ストレート型） マイボトル
（ストレート型）
青磁刷毛【印刷】
うでい
【印刷】
黄瀬戸萩【印刷】

マイボトル
（瓶型）
青磁刷毛【印刷】

マイボトル
（瓶型）
うでい
【印刷】

マイボトル
（瓶型）
黄瀬戸萩【印刷】

本体価格

本体価格

本体価格

本体価格

2,750円+税

本体価格

2,750円+税

本体価格

2,750円+税

2,300円+税

2,300円+税

2,300円+税

10-37-17［161-409］

マイサーバー 青磁刷毛【印刷】

7,100円+税
10-37-18［161-410］
本体価格

マイサーバー うでい
【印刷】
本体価格

7,100円+税

1本よりオリジナル名入れができます
お 客 様 の目に つきや す い サ ー バ ー & ボトルに
名 前を入 れ れ ば 宣 伝 効 果 は 抜 群 で す 。

NEW

10-36-11［161-1252］

ワインクーラー 手描き漆

本体価格 50,000円+税
〈φ230×H195㎜〉
※手造りの為、色・サイズは
若干異なります。

NEW

10-36-12［161-1253］

ワインクーラー受皿付き テラコッタ

本体価格 2,300円+税
クーラー
〈φ123×H177㎜〉
皿〈φ137×H18㎜〉

10-36-13［161-429］ 10-36-14［161-430］

デキャンター ブラック

デキャンター 青磁刷毛

本体価格 2,650円+税 本体価格 2,650円+税
〈φ94×H282㎜･570㎖〉 〈φ94×H282㎜･570㎖〉

NEW

NEW

NEW

10-36-15［161-1251］ 10-36-16［161-1113］ 10-36-17［161-1115］

ミニワインカップトルコ

本体価格 1,500円+税
〈φ82×H80㎜･170㎖〉

スリムワインカップトルコ ワインカップトルコ

本体価格 1,750円+税
〈φ72×H110㎜･175㎖〉

本体価格 1,800円+税
〈φ73×H118㎜･160㎖〉

10-37-19［161-423］

10-37-22［161-420］

マイボトル
（ストレート型）うでい
【手描き】

マイボトル
（瓶型）うでい
【手描き】

本体価格

本体価格

3,000円+税

10-37-20［161-422］

2,500円+税

10-37-23［161-419］

マイボトル
（ストレート型）青磁刷毛【手描き】

マイボトル
（瓶型）青磁刷毛【手描き】

本体価格

本体価格

3,000円+税

10-37-21［161-424］

2,500円+税

10-37-24［161-421］

マイボトル
（ストレート型）黄瀬戸萩【手描き】

マイボトル
（瓶型）黄瀬戸萩【手描き】

本体価格

本体価格

3,000円+税

2,500円+税

インド綿コースター5枚入

本体価格 600円+税
〈100×100㎜〉

10-36-18［161-219］ レッド
10-36-19［161-220］ ベージュ
10-36-20［161-221］ グリーン
10-36-21［161-222］ ブラック
10-36-22［161-223］ イエロー
10-36-23［161-224］ ネイビー
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※このページに載っていない商品への名入れも承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
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Gift
★ 10-38-2［161-831］
酔々 湯割タンブラー 灰釉ゴス巻き

ギ フト

本体価格

1,500円+税

★ 10-38-3［161-832］
酔々 湯割タンブラー うでい
本体価格

1,500円+税

★ 10-38-4［161-833］
酔々 湯割タンブラー 黄瀬戸萩
本体価格

1,500円+税

★ 10-38-1［161-830］
酔々 湯割タンブラー 青磁刷毛

★ 10-39-1［161-1042］
酔々 しずる酒器セット 銀黒

本体価格 1,500円+税
〈箱寸210×333×H90㎜･化粧箱30入〉

★ 10-39-2［161-1043］
酔々 しずる酒器セット 粉引

本体価格 3,200円+税
〈箱寸344×274×H96㎜･化粧箱30入〉

本体価格

★ 10-39-3［161-1044］
酔々 片口酒器セット 青磁刷毛

3,200円+税

★ 10-39-4［161-1045］
酔々 片口酒器セット うでい

本体価格 2,400円+税
〈箱寸220×335×H110㎜･化粧箱24入〉

本体価格

2,400円+税

★ 10-38-6［161-834］
酔々 焼酎カップ芋
本体価格

1,600円+税

本体価格

1,600円+税

★ 10-38-7［161-835］
酔々 焼酎カップ米

★ 10-38-5［161-836］
酔々 焼酎カップ麦

★ 10-38-8［161-0200］
酔々 ロックグラス五彩セット

本体価格 1,600円+税
カップ
〈φ87×H120㎜･380㎖〉
〈箱寸210×333×H90㎜･化粧箱30入〉

本体価格 2,800円+税
〈箱寸330×315×H100㎜･化粧箱16入〉

★ 10-38-9［161-0200-1］
酔々 ロックペアセットコースター付うでい
本体価格 2,600円+税
〈箱寸218×333×H110㎜･化粧箱20入〉

★ 10-38-10［161-0200-3］
酔々 ロックペアセットコースター付 青磁刷毛
本体価格

2,600円+税

★ 10-39-5［161-0230-1］
酔々 五衛門風呂セット 青磁刷毛

★ 10-39-7［161-840］
酔々 ひょっとこセット

本体価格 2,800円+税
〈箱寸230×333×H125㎜･化粧箱16入〉

本体価格 3,500円+税
〈箱寸210×333×H90㎜･化粧箱30入〉

★ 10-39-8［161-839］
酔々 おかめセット
本体価格

★ 10-39-9［161-1046］
酒器セット 蛇の目

3,500円+税

本体価格 2,100円+税
〈箱寸210×333×H95㎜･化粧箱30入〉

★ 10-39-6［161-0230］
酔々 五衛門風呂セット うでい
本体価格

2,800円+税

★ 10-39-17［161-1085］
酔々 ファミリーサーバー青磁刷毛

★ 10-39-11［161-0300-1］
酔々 燗冷酒セット 青磁刷毛
本体価格

3,800円+税

本体価格

★ 10-39-12［161-0300-2］
酔々 燗冷酒セット かがり火
本体価格

★ 10-38-11［161-0250］
酔々 DXセット うでい

本体価格 3,200円+税
〈箱寸218×333×H110㎜･化粧箱20入〉

★ 10-38-12［161-0250-1］
酔々 DXセット 青磁刷毛
本体価格

本体価格 2,300円+税
グラス
〈φ93×H85㎜･290㎖〉
〈箱寸330×315×H100㎜･化粧箱16入〉

本体価格 3,500円+税
〈箱寸278×336×H85㎜･化粧箱24入〉

★ 10-38-14［161-641］
酔々 香りカップペア

本体価格 1,900円+税
〈箱寸218×333×H110㎜･化粧箱20入〉

★ 10-38-16［161-643］
酔々 ほろ酔いセット

本体価格 3,200円+税
〈箱寸220×335×H110㎜･化粧箱24入〉

★ 10-39-10［161-0300］
酔々 燗冷酒セット うでい

本体価格 3,800円+税
〈箱寸230×333×H125㎜･化粧箱16入〉

★ 10-38-15［161-1047］
酔々 香りカップペア スダレコースター付
本体価格 2,100円+税
〈箱寸218×333×H110㎜･化粧箱20入〉

3,200円+税

★ 10-38-17［161-0260-1］
酔々 黒じょか盃2PCセット
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★ 10-38-13［161-837］
酔々 ソギロックグラスセット 備前

★ 10-38-18［161-642］
酔々 マイグラスボトルセット

本体価格 3,300円+税
〈箱寸210×338×H95㎜･化粧箱24入〉

★ 10-38-19［161-1040］
酔々 呑んべぇセット 黒

本体価格 2,400円+税
〈箱寸339×210×H95㎜･化粧箱30入〉

※お酒はイメージです。

3,800円+税

本体価格

★ 10-39-13［161-647］
酔々 マルチサーバーセット

★ 10-39-15［161-0370］
酔々 ファミリーサーバー うでい

★ 10-39-14［161-1048］
酔々 マルチサーバーセット 井桁木台付

★ 10-39-16［161-1049］
酔々 ファミリーサーバー うでい 井桁木台付

本体価格 3,500円+税
〈箱寸335×270×H145㎜･化粧箱12入〉

本体価格 4,800円+税
〈箱寸335×270×H145㎜･化粧箱12入〉

★ 10-38-20［161-1041］
酔々 呑んべぇセット 黄瀬戸
本体価格

2,400円+税

★ 10-39-19［161-106］
ファミリーサーバー うでい 木台グラス付
本体価格 6,500円+税
〈箱寸146×214×H200㎜･化粧箱12入〉

5,000円+税

★ 10-39-18［161-1050］
酔々 ファミリーサーバー 青磁刷毛
井桁木台付

★ 10-39-20［161-107］
ファミリーサーバー 青磁刷毛 木台グラス付
本体価格 6,500円+税
〈箱寸146×214×H200㎜･化粧箱12入〉

本体価格 5,000円+税
〈箱寸335×270×H145㎜･化粧箱12入〉

本体価格 6,500円+税
〈箱寸335×270×H145㎜･化粧箱12入〉

★ 10-39-21［161-648］
マルチサーバーセット 黒釉

本体価格 4,800円+税
〈箱寸160×225×H195㎜･化粧箱12入〉

※お酒はイメージです。

6,500円+税

★ 10-39-22［161-649］
マルチサーバーセット 白釉

本体価格 4,800円+税
〈箱寸160×225×H195㎜･化粧箱12入〉
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