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染桜
日本の国花。
花が咲いて一杯、散って一杯。
最も愛される花です。

染紫陽花
紫陽花と雨。
雨の季節を愛酒と共に、
華やかにします。

染紅葉
秋を彩る紅葉。
夜の紅葉を見ながら
ほろ酔い気分。

染椿
白雪に椿の花。
「椿寿」ともいわれ、
長寿の花を眺めて一杯。

花絵で一杯。
日本の四季の移ろいを、花絵の酒器で愉しむ。

四季彩酒器
Shikisai-shuki
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。

日本の四季とともに酒を楽しく、
　お気に入りの器とともに至福のひとときを……

※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。
※本カタログは業者間用を目的として作成しているため、表示価格は全て本体価格のみで消費税は含まれておりませんのでご注意ください。

11-2-1［161-1539］

四季彩 角冷酒器 染桜
本体価格 3,000円+税

〈100×82×H120㎜･400㏄〉

11-2-2［161-1540］

四季彩 角盃 染桜
本体価格 1,500円+税

〈56×56×H40㎜･50㏄〉

11-2-3［161-1541］

四季彩 角冷酒器 染紫陽花
本体価格 3,000円+税

〈100×82×H120㎜･400㏄〉

11-2-4［161-1542］

四季彩 角盃 染紫陽花
本体価格 1,500円+税

〈56×56×H40㎜･50㏄〉

11-2-5［161-1543］

四季彩 角冷酒器 染紅葉
本体価格 3,000円+税

〈100×82×H120㎜･400㏄〉

11-2-6［161-1544］

四季彩 角盃 染紅葉
本体価格 1,500円+税

〈56×56×H40㎜･50㏄〉

11-2-7［161-1545］

四季彩 角冷酒器 染椿
本体価格 3,000円+税

〈100×82×H120㎜･400㏄〉

11-2-8［161-1546］

四季彩 角盃 染椿
本体価格 1,500円+税

〈56×56×H40㎜･50㏄〉
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profile [林健人]
|昭和42年	 土岐市に生まれる。
|昭和61年	 岐阜県立多治見工業高校デザイン科卒業。
|平成2年	 名古屋芸術大学彫刻科卒業。
|平成6年	 	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

宗山
Souzan

匠の技がかもし出す染付けの模様、手描きによる
筆使いは手のぬくもりを感じます。

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。

漆 陶

安 南

荘山
Shouzan

手描き

手描き

手造り

※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。 ※手造り、手描きの為、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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11-3-1［161-1216］

ぐい呑 赤志野
本体価格 13,000円+税

〈φ70×H56㎜･80㏄〉  
〈箱寸94×94×H90㎜･木箱〉

11-3-2［161-1215］

徳利 赤志野
本体価格 20,000円+税

〈φ95×H130㎜･380㏄〉  
〈箱寸127×127×H158㎜･木箱〉

11-3-3［161-1218］

ぐい呑 紅志野
本体価格 13,000円+税

〈φ70×H56㎜･80㏄〉  
〈箱寸94×94×H90㎜･木箱〉

11-3-4［161-1217］

徳利 紅志野
本体価格 20,000円+税

〈φ95×H130㎜･380㏄〉  
〈箱寸127×127×H158㎜･木箱〉

11-3-5［161-1220］

ぐい呑 青志野
本体価格 13,000円+税

〈φ70×H56㎜･80㏄〉  
〈箱寸94×94×H90㎜･木箱〉

11-3-6［161-1219］

徳利 青志野
本体価格 20,000円+税

〈φ95×H130㎜･380㏄〉  
〈箱寸127×127×H158㎜･木箱〉

11-4-1［161-1200］

切立徳利渦紋 根来（赤）
本体価格 12,000円+税

〈φ80×H120㎜･250㏄〉

11-4-2［161-1204］

平徳利渦紋 根来（赤）
本体価格 12,000円+税

〈φ100×H85㎜･210㏄〉

11-4-3［161-1208］

台付盃渦紋 根来（赤）
本体価格 7,000円+税

〈φ63×H55㎜･70㏄〉

11-4-4［161-1199］

切立徳利十草 曙（黒）
本体価格 12,000円+税

〈φ80×H120㎜･250㏄〉

11-4-5［161-1203］

平徳利十草 曙（黒）
本体価格 12,000円+税

〈φ100×H85㎜･210㏄〉

11-4-6［161-1207］

台付盃十草 曙（黒）
本体価格 7,000円+税

〈φ63×H55㎜･70㏄〉

11-4-7［161-304］

徳利 安南花唐草
本体価格 5,000円+税

〈118×82×H137㎜･330㏄〉

11-4-8［161-305］

グイ呑 安南花唐草
本体価格 1,750円+税

〈φ70×H78㎜･100㏄〉

11-4-9［161-1295］

冷酒器 安南間取り
本体価格 3,750円+税

〈115×80×H135㎜･400㏄〉

11-4-10［161-1296］

グイ呑 安南間取り
本体価格 1,750円+税

〈φ70×H78㎜･100㏄〉

11-4-11［161-1297］

冷酒器 安南菊唐草
本体価格 3,500円+税

〈115×84×H108㎜･280㏄〉

11-4-12［161-1298］

グイ呑 安南菊唐草
本体価格 1,750円+税

〈φ70×H78㎜･100㏄〉
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織部流し

藍流し

備前風

一洸園
Ikkouen

鶴林
Kakurin

箱入り

伝統に根ざした上で、現代という今の感覚を
生かした「物」を一つ一つ丁寧に、心をこめて
作陶しております。

手造り

1

2

4

3

11-5-1［161-1299］

盃 織部流し
本体価格 1,100円+税

〈約φ78×H58㎜･80㏄〉

11-5-2［161-1300］

冷酒器 織部流し
本体価格 2,200円+税

〈約108×86×H130㎜･370㏄〉

11-5-3［161-1301］

ロックカップ 織部流し
本体価格 1,600円+税

〈約φ88×H73㎜･260㏄〉

11-5-4［161-1302］

焼酎カップ 織部流し
本体価格 2,200円+税

〈約102×96×H122㎜･420㏄〉

11-5-5［161-1303］

盃 藍流し
本体価格 1,100円+税

〈約φ78×H58㎜･80㏄〉

11-5-6［161-1304］

冷酒器 藍流し
本体価格 2,200円+税

〈約108×86×H130㎜･370㏄〉

11-5-7［161-1305］

ロックカップ 藍流し
本体価格 1,600円+税

〈約φ88×H73㎜･260㏄〉

11-5-8［161-1306］

焼酎カップ 藍流し
本体価格 2,200円+税

〈約102×96×H122㎜･420㏄〉

11-5-9［161-1307］

盃 備前風
本体価格 1,000円+税

〈約φ78×H58㎜･80㏄〉

11-5-10［161-1308］

冷酒器 備前風
本体価格 2,000円+税

〈約108×86×H130㎜･370㏄〉

11-5-11［161-1309］

ロックカップ 備前風
本体価格 1,500円+税

〈約φ88×H73㎜･260㏄〉

11-5-12［161-1310］

焼酎カップ 備前風
本体価格 2,000円+税

〈約102×96×H122㎜･420㏄〉

11-6-1［161-1129］

酒器セット 青白線刻
本体価格 16,000円+税
徳利〈φ96×H130㎜･415㏄〉  
ぐい呑〈φ73×H58㎜･110㏄〉

11-6-2［161-1131］

冷酒セット 青白磁
本体価格 14,000円+税
酒器〈105×95×H85㎜･260㏄〉  
ぐい呑〈φ77×H47㎜･50㏄〉

11-6-3［161-1128］

酒器セット 濃紫
本体価格 16,000円+税
徳利〈φ80×H130㎜･300㏄〉  
ぐい呑〈φ58×H52㎜･50㏄〉

11-6-4［161-1130］

冷酒セット マルチカラー
本体価格 8,000円+税
酒器〈115×80×H65㎜･230㏄〉  
ぐい呑〈φ65×H56㎜･80㏄〉

11-6-5［161-1071］

酒器セット オリベうねり
本体価格 15,000円+税
徳利〈φ84×H139㎜･410㏄〉  
ぐい呑〈φ62×H51㎜･100㏄〉

11-6-6［161-1066］

冷酒セット 青磁線刻
本体価格 13,000円+税
酒器〈130×90×H83㎜･250㏄〉  
ぐい呑〈φ62×H62㎜･90㏄〉

11-6-7［161-1311］

酒器セット 青磁線刻
本体価格 15,000円+税
酒器〈φ86×H118㎜･210㏄〉  
ぐい呑〈φ54×H41㎜･95㏄〉

9

10

12

11

5

6

8

7

※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。 ※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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柄

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。

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。

異素材を組合わせた酒器シリーズ土×木
Clay×Wood

角盃セット

枡々冷酒器

古紋彫り酒器
Komonbori-shuki

白 磁

青白磁

徳利の上に盃が
ぴったり…。

徳利の上に盃が
ぴったり…。

中　面

中　面

柄 長寿の象徴としての
亀の甲羅の形

毘沙門亀甲
未来永劫へと続く
幸せへの願い

青海波
家の繁栄や長寿を

願う模様

紗綾形

厄を落とし再生する
魔除けの効果

鱗模様
七宝の円形は円満を

表します

七宝
子供の成長を願う
魔除けの効果

麻の葉

⒈	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。

⒉	酒器から枡に注いでお使いください。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。

②酒器から枡に注いでお使いください。

8 分目まで

使用方法

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。

②酒器から枡に注いでお使いください。

8 分目まで

使用方法

⒈	保冷器に氷または氷水を入れ、	
盃をセット。

⒉	盃が冷えたらお酒を注いで	
お使いください。

使わない時は盃を
伏せて置けます。

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。

②酒器から枡に注いでお使いください。

8 分目まで

11-7-1［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㎜〉

11-7-2［161-1242］

枡々冷酒器 白
本体価格 3,000円+税
酒器〈76×76×H64㎜･230㏄〉  
枡〈66×66×H47㎜･90㏄〉  

〈箱寸85×85×H120㎜〉

11-7-3［161-1243］

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㏄〉

11-8-1［161-1312］

白磁六角徳利 小紋彫り
本体価格 2,500円+税

〈60×55×H126㎜･190㏄〉

11-8-2［161-1313］

白磁六角盃 小紋彫り
本体価格 1,500円+税

〈60×55×H42㎜･70㏄〉

11-8-3［161-1314］

白磁冷酒器 小紋彫り紗綾
本体価格 1,500円+税

〈114×104×H75㎜･220㏄〉

11-8-4［161-1315］

白磁グイ呑 
小紋彫り七宝
本体価格 500円+税

〈φ70×H68㎜･50㏄〉

11-8-5［161-1316］

白磁グイ呑 
小紋彫り青海波
本体価格 500円+税

〈φ70×H68㎜･50㏄〉

11-8-6［161-1317］

白磁グイ呑 
小紋彫り麻の葉
本体価格 500円+税

〈φ70×H68㎜･50㏄〉

11-8-7［161-1318］

白磁グイ呑 
小紋彫り亀甲
本体価格 500円+税

〈φ70×H68㎜･50㏄〉

11-8-8［161-1319］

青磁六角徳利 小紋彫り
本体価格 2,500円+税

〈60×55×H126㎜･190㏄〉

11-8-9［161-1320］

青磁六角盃 小紋彫り
本体価格 1,500円+税

〈60×55×H42㎜･70㏄〉

11-8-10［161-1321］

青磁冷酒器 小紋彫り紗綾
本体価格 1,500円+税

〈114×104×H75㎜･220㏄〉

11-8-11［161-1322］

青磁グイ呑 
小紋彫り七宝
本体価格 500円+税

〈φ70×H68㎜･50㏄〉

11-8-12［161-1323］

青磁グイ呑 
小紋彫り青海波
本体価格 500円+税

〈φ70×H68㎜･50㏄〉

11-8-13［161-1324］

青磁グイ呑 
小紋彫り麻の葉
本体価格 500円+税

〈φ70×H68㎜･50㏄〉

11-8-14［161-1325］

青磁グイ呑 
小紋彫り亀甲
本体価格 500円+税

〈φ70×H68㎜･50㏄〉
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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

おめでたい席に欠かせない盃タワー
Tower

お猪口·盃 蛇の目
Ochoko·Sakazuki Janome

タワーに必要な盃の数
3段	 14個（約156×156×H125mm）
5段	 55個（約260×260×H207mm）
7段	 140個（約364×364×H289mm）

収納に非常に便利です。

裏　側

伏せても積み上げられます。

中　面

2
3

4

6
5

7

11-9-1［161-1190］

日本酒タワー盃
本体価格 300円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-9-2［161-1246］

枡トレー
本体価格 2,300円+税

〈125×125×H18㎜〉

11-10-1［161-978］

本唎大深猪口
本体価格 2,300円+税

〈φ80×H70㎜･220㏄〉

11-10-2［161-310］

お猪口一合 蛇の目
本体価格 950円+税 〈φ77×H70㎜･160㏄〉

11-10-3［161-311］

お猪口八勺 蛇の目
本体価格 680円+税 〈φ70×H65㎜･140㏄〉

11-10-4［161-312］

お猪口五勺 蛇の目
本体価格 380円+税 〈φ62×H56㎜･90㏄〉

11-10-5［161-313］

お猪口三勺 蛇の目
本体価格 260円+税 〈φ52×H49㎜･70㏄〉

11-10-6［161-314］

お猪口二半勺 蛇の目
本体価格 240円+税 〈φ50×H42㎜･55㏄〉

11-10-7［161-315］

お猪口二勺 蛇の目
本体価格 220円+税 〈φ45×H40㎜･40㏄〉

11-10-8［161-1178］

神盃大 蛇の目
本体価格 1,000円+税

〈φ93×H34㎜･70㏄〉

11-10-9［161-1180］

神盃中 蛇の目
本体価格 900円+税

〈φ82×H33㎜･55㏄〉

11-10-10［161-1179］

神盃小 蛇の目
本体価格 800円+税

〈φ72×H26㎜･40㏄〉

11-10-11［161-1181］

薄口カップ八勺 蛇の目
本体価格 750円+税

〈φ73×H67㎜･150㏄〉

11-10-12［161-981］

コップ大 蛇の目
本体価格 560円+税

〈φ54×H84㎜･120㏄〉

11-10-13［161-982］

コップ小 蛇の目
本体価格 430円+税

〈φ54×H68㎜･100㏄〉

11-10-14［161-975］

反高台盃大 蛇の目
本体価格 800円+税

〈φ84×H52㎜･90㏄〉

11-10-15［161-976］

反高台盃小 蛇の目
本体価格 450円+税

〈φ68×H48㎜･50㏄〉

11-10-16［161-977］

反ぐい呑 蛇の目
本体価格 400円+税

〈φ52×H48㎜･40㏄〉

11-10-17［161-1225］

カップ五勺 黒 蛇の目
本体価格 650円+税

〈φ63×H70㎜･100㏄〉

11-10-18［161-1224］

お猪口八勺 黒 蛇の目
本体価格 850円+税

〈φ70×H65㎜･155㏄〉

11-10-19［161-1182］

お猪口 黒 蛇の目
本体価格 380円+税

〈φ50×H42㎜･50㏄〉

11-10-20［161-979］

受皿大 蛇の目
本体価格 620円+税

〈φ94×H26㎜･70㏄〉

11-10-21［161-980］

受皿小 蛇の目
本体価格 450円+税

〈φ88×H24㎜･50㏄〉

11-10-22［161-971］

ぐい呑 酒
本体価格 300円+税

〈φ50×H42㎜･50㏄〉

11-10-23［161-969］

平盃大 酒
本体価格 400円+税

〈φ76×H30㎜･50㏄〉

11-10-24［161-970］

平盃小 酒
本体価格 340円+税

〈φ66×H26㎜･30㏄〉
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対流徳利（表面温度） 従来品徳利（表面温度）

75.0℃

65.6℃

81.5℃

67.2℃

徳利の電子レンジでの温度検証

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。

徳利·盃
Tokkuri ·Sakazuki

レンチン
Renchin

11-11-5［161-967］

正一合 丸徳利
本体価格 1,200円+税

〈φ63×H126㎜･200㏄〉

11-11-6［161-965］

正二合 丸徳利
本体価格 1,650円+税

〈φ77×H154㎜･380㏄〉

11-11-7［161-966］

正一合 円すい徳利
本体価格 2,000円+税

〈φ69×H145㎜･220㏄〉

11-11-8［161-964］

正二合 角徳利
本体価格 1,800円+税

〈65×65×H168㎜･390㏄〉

11-11-9［161-968］

正一合 冷酒器
本体価格 2,000円+税

〈148×70×H72㎜･220㏄〉

11-11-1［161-1162］

盃 赤
本体価格 700円+税

〈φ67×H29㎜･35㏄〉

11-11-2［161-1160］

角徳利 赤
本体価格 1,900円+税

〈65×65×H167㎜･380㏄〉

11-11-3［161-1163］

盃 黒マット
本体価格 700円+税

〈φ67×H29㎜･35㏄〉

11-11-4［161-1161］

角徳利 黒マット
本体価格 1,900円+税

〈65×65×H167㎜･380㏄〉

11-11-12［161-1326］

ひさご徳利 黒マット 小
本体価格 1,500円+税

〈φ70×H134㎜･150㏄〉

11-11-13［161-1327］

ひさご徳利 黒マット 大
本体価格 2,300円+税

〈φ79×H156㎜･210㏄〉

11-11-10［161-1328］

ぐい呑 黒マット 小
本体価格 850円+税

〈φ51×H37㎜･40㏄〉

11-11-11［161-1329］

ぐい呑 黒マット 大
本体価格 950円+税

〈φ54×H40㎜･50㏄〉

11-11-15［161-1330］

一献徳利 茄子紺
本体価格 1,900円+税

〈φ62×H139㎜･180㏄〉

11-11-14［161-1331］

一献徳利 粉引き
本体価格 1,900円+税

〈φ62×H139㎜･180㏄〉

11-11-16［161-1332］

白磁徳利小
本体価格 850円+税

〈φ54×133㎜･160㏄〉

11-11-17［161-1333］

白磁徳利大
本体価格 1,400円+税

〈φ56×175㎜･260㏄〉

11-11-18［161-974］

一合徳利 蛇の目
本体価格 650円+税

〈φ54×H132㎜･160㏄〉

11-11-19［161-973］

二合徳利 蛇の目
本体価格 900円+税

〈φ58×H174㎜･280㏄〉

11-11-20［161-972］

三合徳利 蛇の目
本体価格 1,200円+税

〈φ68×H188㎜･420㏄〉

11-11-21［161-1177］

特大徳利 蛇の目
本体価格 2,500円+税

〈φ86×H245㎜･820㏄〉

11-12-1［161-1014］

レンチン徳利二合 備前
本体価格 1,200円+税

〈φ87×H144㎜･390㏄〉

11-12-2［161-1015］

レンチン徳利一合 備前
本体価格 600円+税

〈φ70×H114㎜･190㏄〉

11-12-3［161-1016］

盃 備前
本体価格 400円+税

〈φ58×H38㎜･60㏄〉

11-12-4［161-1011］

レンチン徳利二合 粉引
本体価格 1,200円+税

〈φ87×H144㎜･390㏄〉

11-12-5［161-1012］

レンチン徳利一合 粉引
本体価格 600円+税

〈φ70×H114㎜･190㏄〉

11-12-6［161-1013］

盃 粉引
本体価格 400円+税

〈φ58×H38㎜･60㏄〉

11-12-7［161-1017］

レンチン徳利二合 手描華赤絵
本体価格 2,000円+税

〈φ87×H144㎜･390㏄〉

11-12-8［161-1018］

レンチン徳利一合 手描華赤絵
本体価格 1,200円+税

〈φ70×H114㎜･190㏄〉

11-12-9［161-1019］

盃 手描華赤絵
本体価格 800円+税

〈φ58×H38㎜･60㏄〉
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徳利·盃
Tokkuri ·Sakazuki

1

3

2

11-13-1［161-1334］

白磁 ひさご二合徳利 朱巻唐草
本体価格 2,500円+税

〈φ78×H154㎜･190㏄〉

11-13-2［161-1335］

白磁 ひさご八勺徳利 朱巻唐草
本体価格 2,000円+税

〈φ70×H134㎜･150㏄〉

11-13-3［161-1336］

白磁 ぐい呑 朱巻唐草
本体価格 850円+税

〈φ52×H37㎜･40㏄〉

11-13-4［161-1337］

白磁 玉二合徳利 赤絵鳳凰
本体価格 2,600円+税

〈φ80×H140㎜･250㏄〉

11-13-5［161-1338］

白磁 玉八勺徳利 赤絵鳳凰
本体価格 2,100円+税

〈φ67×H118㎜･160㏄〉

11-13-6［161-1339］

白磁 ぐい呑 赤絵鳳凰
本体価格 950円+税

〈φ47×H37㎜･40㏄〉

11-13-7［161-295］

二合徳利 南蛮口金
本体価格 1,900円+税

〈φ78×H140㎜･290㏄〉

11-13-8［161-296］

一合徳利 南蛮口金
本体価格 1,250円+税

〈φ63×H114㎜･150㏄〉

11-13-9［161-297］

ぐい呑 南蛮口金
本体価格 1,000円+税

〈φ48×H43㎜･50㏄〉

11-13-10［161-881］

盃 トルコ釉マット
本体価格 550円+税

〈φ66×H35㎜･60㏄〉

11-13-11［161-880］

徳利 トルコ釉マット
本体価格 1,100円+税

〈φ72×H128㎜･300㏄〉

11-13-12［161-879］

盃 ラスター釉（白）
本体価格 550円+税

〈φ66×H35㎜･60㏄〉

11-13-13［161-878］

徳利 ラスター釉（白）
本体価格 1,100円+税

〈φ72×H128㎜･300㏄〉

11-13-14［161-877］

盃 ラスター釉（黒）
本体価格 550円+税

〈φ66×H35㎜･60㏄〉

11-13-15［161-876］

徳利 ラスター釉（黒）
本体価格 1,100円+税

〈φ72×H128㎜･300㏄〉

11-13-16［161-1340］

ねじり徳利 白磁 大
本体価格 1,800円+税

〈φ74×H152㎜･270㏄〉

11-13-17［161-1341］

ねじり徳利 白磁 小
本体価格 1,050円+税

〈φ60×H128㎜･160㏄〉

11-13-18［161-1342］

ねじり ぐい呑 白磁
本体価格 480円+税

〈φ46×H41㎜･30㏄〉

11-13-21［161-1343］

ぐい呑 青磁千筋
本体価格 600円+税

〈φ52×H37㎜･40㏄〉

11-13-20［161-1344］

徳利 青磁千筋 小
本体価格 1,200円+税

〈φ68×H116㎜･150㏄〉

11-13-19［161-1345］

徳利 青磁千筋 大
本体価格 1,800円+税

〈φ80×H140㎜･260㏄〉

11-13-22［161-288］

二合徳利 ゴス吹
本体価格 1,800円+税

〈φ89×H142㎜･380㏄〉

11-13-23［161-289］

一合徳利 ゴス吹
本体価格 1,300円+税

〈φ70×H112㎜･180㏄〉

11-13-24［161-290］

ぐい呑 ゴス吹
本体価格 600円+税

〈φ56×H40㎜･50㏄〉

11-13-27［161-954］

盃 古窯黒錆吹き
本体価格 360円+税

〈φ56×H42㎜･50㏄〉

11-13-26［161-950］

一合徳利 古窯黒錆吹き
本体価格 1,050円+税

〈φ72×H117㎜･180㏄〉

11-13-25［161-949］

二合徳利 古窯黒錆吹き
本体価格 1,380円+税

〈φ88×H132㎜･325㏄〉

11-13-28［161-1346］

二合徳利 赤釉銀タコ唐草
本体価格 1,600円+税

〈φ93×H141㎜･430㏄〉

11-13-29［161-1347］

一合徳利 赤釉銀タコ唐草
本体価格 1,400円+税

〈φ77×H113㎜･250㏄〉

11-13-30［161-1348］

盃 赤釉銀タコ唐草
本体価格 450円+税

〈φ51×H36㎜･40㏄〉

11-13-31［161-1349］

二合徳利 黒釉銀タコ唐草
本体価格 1,600円+税

〈φ93×H141㎜･430㏄〉

11-13-32［161-1350］

一合徳利 黒釉銀タコ唐草
本体価格 1,400円+税

〈φ77×H113㎜･250㏄〉

11-13-33［161-1351］

盃 黒釉銀タコ唐草
本体価格 450円+税

〈φ51×H36㎜･40㏄〉

11-14-1［161-1352］

玉型徳利 朱赤 大
本体価格 1,700円+税

〈φ84×H124㎜･280㏄〉

11-14-2［161-1353］

玉型徳利 朱赤 小
本体価格 1,100円+税

〈φ68×H102㎜･150㏄〉

11-14-3［161-1354］

玉型小丸盃 朱赤
本体価格 500円+税

〈φ63×H36㎜･50㏄〉

11-14-4［161-1355］

玉型徳利 瑠璃紺 大
本体価格 1,700円+税

〈φ84×H124㎜･280㏄〉

11-14-5［161-1356］

玉型徳利 瑠璃紺 小
本体価格 1,100円+税

〈φ68×H102㎜･150㏄〉

11-14-6［161-1357］

玉型小丸盃 瑠璃紺
本体価格 500円+税

〈φ63×H36㎜･50㏄〉

11-14-9［161-294］

丸盃 黒備前
本体価格 530円+税

〈φ52×H49㎜･50㏄〉

11-14-8［161-293］

一合徳利 黒備前
本体価格 1,350円+税

〈φ70×H100㎜･180㏄〉

11-14-7［161-292］

二合徳利 黒備前
本体価格 1,850円+税

〈φ72×H136㎜･300㏄〉

11-14-10［161-1358］

白磁玉型徳利 口十草 大
本体価格 2,000円+税

〈φ74×H130㎜･240㏄〉

11-14-11［161-1359］

白磁玉型徳利 口十草 小
本体価格 1,200円+税

〈φ60×H108㎜･130㏄〉

11-14-12［161-1360］

盃 十草
本体価格 600円+税

〈φ46×H42㎜･40㏄〉

11-14-15［161-1147］

切立盃十草
本体価格 700円+税

〈φ50×H37㎜･40㏄〉

11-14-14［161-1152］

片ペコ十草 八勺
本体価格 1,300円+税

〈φ64×H141㎜･140㏄〉

11-14-13［161-1153］

片ペコ十草 二合
本体価格 1,900円+税

〈φ77×H164㎜･285㏄〉

11-14-17［161-1361］

面取八角徳利 トルコ
本体価格 850円+税

〈φ79×H121㎜･220㏄〉

11-14-16［161-1362］

ねじり徳利 トルコ
本体価格 900円+税

〈φ78×H138㎜･330㏄〉

11-14-18［161-1363］

盃 トルコ
本体価格 380円+税

〈φ54×H40㎜･40㏄〉

11-14-20［161-1364］

面取八角徳利 金結晶
本体価格 850円+税

〈φ79×H121㎜･220㏄〉

11-14-19［161-1365］

ねじり徳利徳利 金結晶
本体価格 900円+税

〈φ78×H138㎜･330㏄〉

11-14-21［161-1366］

盃 金結晶
本体価格 380円+税

〈φ54×H40㎜･40㏄〉

11-14-27［161-823］

徳利 錦十草
本体価格 1,650円+税

〈φ67×H130㎜･150㏄〉

11-14-26［161-824］

ぐい呑 錦十草
本体価格 750円+税

〈φ45×H54㎜･50㏄〉

11-14-28［161-826］

ぐい呑 赤絵花鳥
本体価格 750円+税

〈φ45×H54㎜･50㏄〉

11-14-29［161-825］

徳利 赤絵花鳥
本体価格 1,650円+税

〈φ67×H130㎜･150㏄〉

11-14-30［161-1367］

ぐい呑 赤絵ボタン
本体価格 750円+税

〈φ45×H54㎜･50㏄〉

11-14-31［161-1368］

徳利 赤絵ボタン
本体価格 1,650円+税

〈φ67×H130㎜･150㏄〉

11-14-22［161-1051］

徳利大 白磁水玉
本体価格 2,400円+税

〈φ80×H138㎜･250㏄〉

11-14-23［161-1052］

徳利小 白磁水玉
本体価格 1,600円+税

〈φ70×H113㎜･150㏄〉

11-14-24［161-1054］

ワイングラス 白磁水玉
本体価格 1,550円+税

〈φ55×H68㎜･60㏄〉

11-14-25［161-1053］

反ぐい呑 白磁水玉
本体価格 830円+税

〈φ51×H37㎜･40㏄〉

手描

手描

手描 手描 手描
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1

2

4
6

5

7

3

11-15-2［161-1369］

二合長徳利 桜流し
本体価格 950円+税

〈φ72×136㎜･300㏄〉

11-15-3［161-1370］

二合丸徳利 桜流し
本体価格 800円+税

〈φ90×H111㎜･340㏄〉

11-15-1［161-1371］

ツル首徳利 桜流し
本体価格 600円+税

〈φ72×H122㎜･180㏄〉

11-15-4［161-1372］

盃 桜流し
本体価格 320円+税

〈φ56×H40㎜･50㏄〉

11-15-6［161-1373］

筒型徳利 蝶結び 朱赤
本体価格 1,300円+税

〈φ62×H124㎜･220㏄〉

11-15-5［161-1374］

筒型盃 蝶結び 朱赤
本体価格 800円+税

〈φ51×H43㎜･50㏄〉

11-15-8［161-1375］

筒型徳利 蝶結び 白
本体価格 1,300円+税

〈φ62×H124㎜･220㏄〉

11-15-7［161-1376］

筒型盃 蝶結び 白
本体価格 800円+税

〈φ51×H43㎜･50㏄〉

11-15-9［161-1146］

桜盃
本体価格 560円+税

〈φ68×H40㎜･60㏄〉

11-15-10［161-1151］

桜徳利
本体価格 1,300円+税

〈φ90×H125㎜･360㏄〉

11-15-11［161-1144］

平盃 萩風
本体価格 650円+税

〈φ77×H30㎜･50㏄〉

11-15-12［161-1145］

徳利 萩風
本体価格 1,700円+税

〈φ80×H113㎜･245㏄〉

11-15-13［161-1377］

削ぎ型二合徳利 備前
本体価格 1,000円+税

〈φ78×H134㎜･260㏄〉

11-15-14［161-1378］

削ぎ型一合徳利 備前
本体価格 800円+税

〈φ68×H112㎜･160㏄〉

11-15-15［161-1379］

削ぎ型盃 備前
本体価格 320円+税

〈φ62×H36㎜･50㏄〉

11-15-16［161-1380］

徳利 粉引青磁 大
本体価格 1,800円+税

〈φ84×H137㎜･290㏄〉

11-15-17［161-1381］

徳利 粉引青磁 小
本体価格 1,300円+税

〈φ73×H112㎜･170㏄〉

11-15-18［161-1382］

盃 粉引青磁
本体価格 620円+税

〈φ52×H40㎜･40㏄〉

11-15-21［161-1197］

盃 粉吹
本体価格 360円+税

〈φ56×H42㎜･50㏄〉

11-15-20［161-1195］

一合徳利 粉吹
本体価格 1,050円+税

〈φ72×H117㎜･180㏄〉

11-15-19［161-1196］

二合徳利 粉吹
本体価格 1,380円+税

〈φ87×H132㎜･325㏄〉

11-15-24［161-1166］

盃 黒均窯
本体価格 360円+税

〈φ57×H36㎜･50㏄〉

11-15-23［161-1164］

徳利小 黒均窯
本体価格 850円+税

〈φ82×H112㎜･225㏄〉

11-15-22［161-1165］

徳利大 黒均窯
本体価格 950円+税

〈φ87×H126㎜･300㏄〉

11-15-27［161-1383］

盃 灰ぼかし
本体価格 360円+税

〈φ57×H36㎜･50㏄〉

11-15-26［161-1384］

徳利小 灰ぼかし
本体価格 850円+税

〈φ82×H112㎜･225㏄〉

11-15-25［161-1385］

徳利大 灰ぼかし
本体価格 950円+税

〈φ87×H126㎜･300㏄〉

11-15-30［161-1158］

盃 青流
本体価格 360円+税

〈φ57×H36㎜･50㏄〉

11-15-29［161-1159］

徳利小 青流
本体価格 850円+税

〈φ82×H112㎜･225㏄〉

11-15-28［161-1212］

徳利大 青流
本体価格 950円+税

〈φ87×H126㎜･300㏄〉

11-16-7［161-1386］

相撲徳利二合 酒
本体価格 1,200円+税

〈φ88×H138㎜･340㏄〉

11-16-6［161-1387］

相撲徳利一合 酒
本体価格 800円+税

〈φ72×H112㎜･210㏄〉

11-16-5［161-1388］

トビロ二合徳利 酒
本体価格 1,200円+税

〈φ70×H170㎜･360㏄〉

11-16-4［161-1389］

トビロ一合徳利 酒
本体価格 800円+税

〈φ56×H133㎜･190㏄〉

11-16-1［161-1390］

削り浜ぐい呑 酒
本体価格 460円+税

〈φ54×H56㎜･70㏄〉

11-16-2［161-1391］

六兵衛盃 酒
本体価格 360円+税

〈φ52×H48㎜･40㏄〉

11-16-3［161-1392］

平盃 酒
本体価格 460円+税

〈φ68×H36㎜･50㏄〉

11-16-8［161-1393］

徳利二合 青流し
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H146㎜･290㏄〉

11-16-9［161-1394］

徳利一合 青流し
本体価格 800円+税

〈φ70×H120㎜･180㏄〉

11-16-10［161-1395］

盃 青流し
本体価格 320円+税

〈φ60×H36㎜･40㏄〉

11-16-11［161-1396］

ピンク徳利 大
本体価格 1,300円+税

〈φ78×H138㎜･280㏄〉

11-16-12［161-1397］

ピンク徳利 小
本体価格 800円+税

〈φ63×H115㎜･140㏄〉

11-16-13［161-1398］

ピンク盃
本体価格 360円+税

〈φ49×H45㎜･40㏄〉

11-16-14［161-1399］

徳利 銀彩小紋 黒 大
本体価格 1,600円+税

〈φ76×H148㎜･340㏄〉

11-16-15［161-1400］

徳利 銀彩小紋 黒 小
本体価格 1,000円+税

〈φ60×H124㎜･170㏄〉

11-16-16［161-1401］

長ぐい呑 銀彩小紋 黒
本体価格 500円+税

〈φ45×H60㎜･50㏄〉

11-16-17［161-935］

ぐい呑 黒結晶
本体価格 330円+税

〈φ46×H55㎜･50㏄〉

11-16-18［161-934］

一合徳利 黒結晶
本体価格 700円+税

〈φ53×H132㎜･150㏄〉

11-16-19［161-933］

二合徳利 黒結晶
本体価格 900円+税

〈φ57×H172㎜･260㏄〉

11-16-20［161-932］

三合徳利 黒結晶
本体価格 1,200円+税

〈φ68×H188㎜･400㏄〉

11-16-24［161-1267］

盃 かがり火
本体価格 360円+税

〈φ56×H42㎜･50㏄〉

11-16-22［161-1265］

一合徳利 かがり火
本体価格 1,050円+税

〈φ72×H117㎜･180㏄〉

11-16-21［161-1264］

二合徳利 かがり火
本体価格 1,380円+税

〈φ87×H132㎜･325㏄〉

11-16-23［161-1266］

口付丸徳利 かがり火
本体価格 1,200円+税

〈100×90×H110㎜･310㏄〉

11-16-25［161-1143］

ぐい呑 伊賀織部
本体価格 360円+税

〈φ57×H42㎜･50㏄〉

11-16-26［161-1150］

口付丸徳利 伊賀織部
本体価格 1,200円+税

〈100×90×H110㎜･310㏄〉

11-16-28［161-1402］

変形徳利 赤マット流し
本体価格 1,700円+税

〈86×82×H88㎜･350㏄〉

11-16-27［161-1403］

盃 赤マット流し
本体価格 700円+税

〈φ59×H38㎜･40㏄〉

11-16-30［161-1404］

変形徳利 天目流し
本体価格 1,700円+税

〈86×82×H88㎜･350㏄〉

11-16-29［161-1405］

盃 天目流し
本体価格 700円+税

〈φ59×H38㎜･40㏄〉
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盃
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11-17-2［161-1406］

徳利 銀彩小紋 白 大
本体価格 1,600円+税

〈φ76×H148㎜･340㏄〉

11-17-1［161-1407］

徳利 銀彩小紋 白 小
本体価格 1,000円+税

〈φ60×H124㎜･170㏄〉

11-17-3［161-1408］

手付徳利 銀彩小紋 白
本体価格 1,650円+税

〈86×93×H132㎜･330㏄〉

11-17-4［161-1409］

長ぐい呑 銀彩小紋 白
本体価格 500円+税

〈φ45×H60㎜･50㏄〉

11-17-5［161-1410］

ぐい呑 銀彩小紋 白 大
本体価格 500円+税

〈φ60×H55㎜･80㏄〉

11-17-8［161-941］

呑んべぇ盃 黒
本体価格 360円+税

〈φ61×H34㎜･50㏄〉

11-17-7［161-940］

呑んべぇ徳利小 黒
本体価格 750円+税

〈φ62×H144㎜･170㏄〉

11-17-6［161-939］

呑んべぇ徳利大 黒
本体価格 1,000円+税

〈φ72×H178㎜･310㏄〉

11-17-11［161-938］

呑んべぇ盃 黄瀬戸
本体価格 360円+税

〈φ61×H34㎜･50㏄〉

11-17-10［161-937］

呑んべぇ徳利小 黄瀬戸
本体価格 750円+税

〈φ62×H144㎜･170㏄〉

11-17-9［161-936］

呑んべぇ徳利大 黄瀬戸
本体価格 1,000円+税

〈φ72×H178㎜･310㏄〉

11-17-13［161-1411］

徳利 明世黒
本体価格 850円+税

〈φ83×H112㎜･280㏄〉

11-17-12［161-1412］

盃 明世黒
本体価格 320円+税

〈φ50×H40㎜･40㏄〉

11-17-15［161-1413］

徳利 白雪
本体価格 850円+税

〈φ83×H112㎜･280㏄〉

11-17-14［161-1414］

盃 白雪
本体価格 320円+税

〈φ50×H40㎜･40㏄〉

11-17-17［161-1415］

徳利 砂地藍流し
本体価格 850円+税

〈φ83×H112㎜･280㏄〉

11-17-16［161-1416］

盃 砂地藍流し
本体価格 320円+税

〈φ50×H40㎜･40㏄〉

11-17-20［161-948］

盃 粉引刷毛目
本体価格 480円+税

〈φ50×H43㎜･50㏄〉

11-17-19［161-947］

一合徳利 粉引刷毛目
本体価格 950円+税

〈φ65×H116㎜･150㏄〉

11-17-18［161-946］

二合徳利 粉引刷毛目
本体価格 1,400円+税

〈φ78×H140㎜･280㏄〉

11-17-21［161-1417］

徳利 一珍十草 大
本体価格 1,300円+税

〈φ73×H156㎜･290㏄〉

11-17-22［161-1418］

徳利 一珍十草 小
本体価格 700円+税

〈φ64×124㎜･160㏄〉

11-17-23［161-1419］

盃 一珍十草
本体価格 420円+税

〈φ52×H40㎜･40㏄〉

11-17-24［161-1420］

染付 竹 二合徳利
本体価格 950円+税

〈60×H154㎜･260㏄〉

11-17-25［161-1421］

染付 竹 一合徳利
本体価格 550円+税

〈50×H132㎜･150㏄〉

11-17-26［161-1422］

染付 竹 盃
本体価格 280円+税

〈50×H42㎜･50㏄〉

11-17-27［161-1423］

天目金流し 二合徳利 口広かん
本体価格 980円+税

〈60×H154㎜･260㏄〉

11-17-28［161-1424］

天目金流し 一合徳利 口広かん
本体価格 620円+税

〈50×H132㎜･130㏄〉

11-17-29［161-1425］

天目金流し 盃
本体価格 280円+税

〈50×H42㎜･50㏄〉

11-17-30［161-1426］

益子 竹 二合徳利 口広かん
本体価格 950円+税

〈60×H154㎜･260㏄〉

11-17-31［161-1427］

益子 竹 一合徳利 口広かん
本体価格 550円+税

〈50×H132㎜･130㏄〉

11-17-32［161-1428］

益子 竹 盃
本体価格 280円+税

〈50×H42㎜･50㏄〉

11-18-1［161-1429］

灰織部 平盃 大
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H26㎜･30㏄〉

11-18-2［161-1430］

緑釉 平盃 大
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H26㎜･30㏄〉

11-18-3［161-1431］

アメ釉 平盃 大
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H26㎜･30㏄〉

11-18-4［161-1432］

紺ビードロ 平盃 大
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H26㎜･30㏄〉

11-18-5［161-1433］

セレン赤 平盃 大
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H26㎜･30㏄〉

11-18-6［161-1434］

手造り ぐい呑 白志野
本体価格 800円+税

〈68×H48㎜･90㏄〉

11-18-7［161-1435］

手造り ぐい呑 ねずみ
本体価格 800円+税

〈68×H48㎜･90㏄〉

11-18-8［161-1436］

手造り ぐい呑 新雪
本体価格 800円+税

〈68×H48㎜･90㏄〉

11-18-9［161-1437］

手造り ぐい呑 黄瀬戸
本体価格 800円+税

〈68×H48㎜･90㏄〉

11-18-10［161-1438］

手造り ぐい呑 油滴
本体価格 800円+税

〈68×H48㎜･90㏄〉

11-18-15［161-1439］

赤志野 ぐい呑 大
本体価格 420円+税

〈φ64×H44㎜･70㏄〉

11-18-13［161-1440］

青均窯 ぐい呑 大
本体価格 420円+税

〈φ64×H44㎜･70㏄〉

11-18-14［161-1441］

残雪 ぐい呑 大
本体価格 420円+税

〈φ64×H44㎜･70㏄〉

11-18-12［161-1442］

うのふ黒 ぐい呑 大
本体価格 420円+税

〈φ64×H44㎜･70㏄〉

11-18-11［161-1443］

ねずみ窓 ぐい呑 大
本体価格 420円+税

〈φ64×H44㎜･70㏄〉
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香りが高い

香りが淡い

あ
っ
さ
り

濃
　
厚

一献盃

テイスティング

裏

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。

ラッパ型
「とにかく香り」を
楽しみたい形

ツボミ型
「濃厚をチビチビ」と

やりたい形

ストレート型
「すっきり、さっぱり」

飲みたい形

ワングリ型
「しっかり旨み」を
味わいたい形

ラッパ型

ストレート型

ツボミ型

ワングリ型

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。
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31

29
30

28

1

2

3

11-19-1［161-1259］

ぐい呑 トルコ
本体価格 580円+税

〈φ70×H48㎜･85㏄〉

11-19-2［161-1260］

ぐい呑 サビ十草
本体価格 580円+税

〈φ70×H48㎜･85㏄〉

11-19-3［161-1261］

ぐい呑 織部十草
本体価格 580円+税

〈φ70×H48㎜･85㏄〉

11-19-4［161-1262］

ぐい呑 雲流
本体価格 580円+税

〈φ70×H48㎜･85㏄〉

11-19-5［161-1263］

ぐい呑 黒均窯
本体価格 580円+税

〈φ70×H48㎜･85㏄〉

11-19-6［161-1444］

だるまぐい呑 赤
本体価格 720円+税

〈φ56×H49㎜･70㏄〉

11-19-7［161-1445］

だるまぐい呑 青
本体価格 720円+税

〈φ56×H49㎜･70㏄〉

11-19-8［161-1446］

だるまぐい呑 ヒワ
本体価格 720円+税

〈φ56×H49㎜･70㏄〉

11-19-9［161-1447］

だるまぐい呑 白
本体価格 720円+税

〈φ56×H49㎜･70㏄〉

11-19-10［161-1448］

だるまぐい呑 黒
本体価格 720円+税

〈φ56×H49㎜･70㏄〉

11-19-11［161-1449］

ぐい呑 小 ピンク志野
本体価格 280円+税

〈φ57×H43㎜･60㏄〉

11-19-16［161-1117］

竹節ぐい呑 赤志野
本体価格 230円+税

〈φ60×H44㎜･60㏄〉

11-19-12［161-1450］

ぐい呑 小 青釉
本体価格 280円+税

〈φ57×H43㎜･60㏄〉

11-19-17［161-1121］

竹節ぐい呑 ねずみ
本体価格 230円+税

〈φ60×H44㎜･60㏄〉

11-19-13［161-1451］

ぐい呑 小 鉄赤
本体価格 280円+税

〈φ57×H43㎜･60㏄〉

11-19-18［161-1118］

竹節ぐい呑 白
本体価格 230円+税

〈φ60×H44㎜･60㏄〉

11-19-14［161-1452］

ぐい呑 小 粉引
本体価格 280円+税

〈φ57×H43㎜･60㏄〉

11-19-19［161-1119］

竹節ぐい呑 天目
本体価格 230円+税

〈φ60×H44㎜･60㏄〉

11-19-15［161-1453］

ぐい呑 小 黒結晶
本体価格 280円+税

〈φ57×H43㎜･60㏄〉

11-19-20［161-1120］

竹節ぐい呑 織部
本体価格 230円+税

〈φ60×H44㎜･60㏄〉

11-19-27［161-497］

ぐい呑 天目　本体価格 250円+税
〈φ59×H43㎜･65㏄〉

11-19-28［161-501］

ぐい呑 織部　本体価格 250円+税
〈φ59×H43㎜･65㏄〉

11-19-29［161-499］

ぐい呑 鼠志野　本体価格 250円+税
〈φ59×H43㎜･65㏄〉

11-19-30［161-500］

ぐい呑 赤志野　本体価格 250円+税
〈φ59×H43㎜･65㏄〉

11-19-31［161-498］

ぐい呑 志野　本体価格 250円+税
〈φ59×H43㎜･65㏄〉

11-19-21［161-1127］

平盃 しぶくさ
本体価格 380円+税

〈φ78×H34㎜･60㏄〉

11-19-22［161-1126］

平盃 黒伊賀ウズ
本体価格 380円+税

〈φ78×H34㎜･60㏄〉

11-19-23［161-1125］

平盃 青ねずみ志野
本体価格 380円+税

〈φ78×H34㎜･60㏄〉

11-19-24［161-1123］

平盃 ピンク志野
本体価格 380円+税

〈φ78×H34㎜･60㏄〉

11-19-25［161-1122］

平盃 ねずみ志野
本体価格 380円+税

〈φ78×H34㎜･60㏄〉

11-19-26［161-1124］

平盃 ビードロ
本体価格 380円+税

〈φ78×H34㎜･60㏄〉

11-19-32［161-1454］

竹節ぐい呑 大 赤志野
本体価格 340円+税

〈φ74×H50㎜･110㏄〉

11-19-33［161-1455］

竹節ぐい呑 大 ねずみ
本体価格 340円+税

〈φ74×H50㎜･110㏄〉

11-19-34［161-1456］

竹節ぐい呑 大 乳白鉄粉
本体価格 340円+税

〈φ74×H50㎜･110㏄〉

11-19-35［161-1457］

竹節ぐい呑 大 黒茶水晶
本体価格 340円+税

〈φ74×H50㎜･110㏄〉

11-20-1［161-1005］

ぐい呑 茶結晶
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H44㎜･110㏄〉

11-20-2［161-1004］

ぐい呑 赤結晶
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H44㎜･110㏄〉

11-20-3［161-1006］

ぐい呑 金結晶
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H44㎜･110㏄〉

11-20-4［161-1135］

平盃 緑雪華
本体価格 2,800円+税

〈φ82×H30㎜･60㏄〉

11-20-5［161-1134］

平盃 燿華
本体価格 2,800円+税

〈φ82×H30㎜･60㏄〉

11-20-6［161-1136］

平盃 油滴天目
本体価格 2,800円+税

〈φ82×H30㎜･60㏄〉

11-20-7［161-1133］

平盃 ルリ
本体価格 2,800円+税

〈φ82×H30㎜･60㏄〉

11-20-8［161-1132］

平盃 桜
本体価格 2,800円+税

〈φ82×H30㎜･60㏄〉

11-20-9［161-1137］

杯 桜
本体価格 4,800円+税

〈φ69×H70㎜･75㏄〉

11-20-10［161-1140］

杯 燿華
本体価格 4,800円+税

〈φ69×H70㎜･75㏄〉

11-20-11［161-1139］

杯 ルリ
本体価格 4,800円+税

〈φ69×H70㎜･75㏄〉

11-20-12［161-1138］

杯 緑雪華
本体価格 4,800円+税

〈φ69×H70㎜･75㏄〉

11-20-13［161-1000］

冷酒カップ大 ピンク
本体価格 1,500円+税

〈φ64×H88㎜･140㏄〉

11-20-14［161-1001］

冷酒カップ小 ピンク
本体価格 800円+税

〈φ47×H54㎜･40㏄〉

11-20-15［161-1002］

冷酒カップ大 ブルー
本体価格 1,500円+税

〈φ64×H88㎜･140㏄〉

11-20-16［161-1003］

冷酒カップ小 ブルー
本体価格 800円+税

〈φ47×H54㎜･40㏄〉

11-20-17［161-989］

一献盃 ラッパ
本体価格 1,000円+税

〈φ69×H55㎜･70㏄〉

11-20-18［161-988］

一献盃 ツボミ
本体価格 1,000円+税

〈φ52×H58㎜･60㏄〉

11-20-19［161-987］

一献盃 ストレート
本体価格 1,000円+税

〈φ45×H70㎜･50㏄〉

11-20-20［161-990］

一献盃 ワングリ
本体価格 1,000円+税

〈φ60×H50㎜･50㏄〉

11-20-21［161-993］

一献盃小 ラッパ 金
本体価格 1,300円+税

〈φ69×H55㎜･70㏄〉

11-20-22［161-992］

一献盃小 ツボミ 金
本体価格 1,300円+税

〈φ52×H58㎜･60㏄〉

11-20-23［161-991］

一献盃小 ストレート 金
本体価格 1,300円+税

〈φ45×H70㎜･50㏄〉

11-20-24［161-994］

一献盃小 ワングリ 金
本体価格 1,300円+税

〈φ60×H50㎜･50㏄〉

11-20-25［161-1458］

テイスティンググラス 窯変黒
本体価格 730円+税

〈φ57×H73㎜･50㏄〉

11-20-27［161-1459］

テイスティンググラス 窯変茶
本体価格 730円+税

〈φ57×H73㎜･50㏄〉

11-20-26［161-1460］

テイスティンググラス 窯変青
本体価格 730円+税

〈φ57×H73㎜･50㏄〉

11-20-28［161-237］

ティスティング台 木
本体価格 1,200円+税

〈260×90×H14㎜〉
11-20-29［161-1116］

シェリーカップ トルコ
本体価格 1,500円+税

〈φ70×H70㎜･50㏄〉

11-20-30［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㏄〉

11-20-31［161-1116-2］

シェリーカップ ワインレッド
本体価格 1,500円+税

〈φ70×H70㎜･50㏄〉

11-20-32［161-229］

テイスティング台  
黒石目
本体価格 1,500円+税

〈262×90×H10㎜〉
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しずる
Shizuru

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。

注ぐ姿の美しさ

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。

呑み頃をキープ

酒器は手付きのため
熱燗・冷酒ともに温度に関係なくご使用できます。

燗冷酒器

ゆらり
Yurari

冷酒器
Reishu-ki

盃

アイスペール

酒器

⒈お酒を入れます。

使用方法

⒊盃に注いでお使いください。⒉�上部の容器に氷を入れて�
本体にセット。�
（常温のお酒が約3分で�
15度程度まで冷えます。）

11-21-1［161-921］

しずる冷酒器セット 粉引
本体価格 2,600円+税
冷酒器〈80×90×H68㎜･120㏄〉  
盃〈φ57×H35㎜･50㏄〉  
皿〈150×140×H20㎜〉

11-21-2［161-920］

しずる冷酒器セット 銀黒
本体価格 2,600円+税
冷酒器〈80×90×H68㎜･120㏄〉  
盃〈φ57×H35㎜･50㏄〉  
皿〈150×140×H20㎜〉

11-21-3［161-895］

ゆらり 二合
本体価格 3,600円+税

〈90×118×H120㎜･400㏄〉 11-21-4［161-896］

ゆらり 一合
本体価格 3,200円+税

〈90×110×H110㎜･200㏄〉

11-21-5［161-897］

ゆらり 盃
本体価格 600円+税

〈φ60×H38㎜･60㏄〉

11-22-1［161-1101］

竹冷酒器セット 織部
本体価格 8,000円+税
酒器〈φ65×H220㎜･400㏄〉  
盃〈φ65×H37㎜･75㏄〉  
燗冷器〈φ108×H135㎜〉

11-22-2［161-1019］

盃 手描華赤絵
本体価格 860円+税

〈φ58×H38㎜･60㏄〉

11-22-3［161-1025］

燗冷酒器小 手描華赤絵
本体価格 2,850円+税

〈68×113×H131㎜･230㏄〉

11-22-4［161-1024］

燗冷酒器大 手描華赤絵
本体価格 3,500円+税

〈78×123×H156㎜･350㏄〉

11-22-5［161-1016］

盃 備前
本体価格 420円+税

〈φ58×H38㎜･60㏄〉

11-22-6［161-1021］

燗冷酒器小 備前
本体価格 1,950円+税

〈68×113×H131㎜･230㏄〉

11-22-7［161-1020］

燗冷酒器大 備前
本体価格 2,400円+税

〈78×123×H156㎜･350㏄〉

11-22-8［161-1013］

盃 粉引
本体価格 420円+税

〈φ58×H38㎜･60㏄〉

11-22-9［161-1023］

燗冷酒器小 粉引
本体価格 1,950円+税

〈68×113×H131㎜･230㏄〉

11-22-10［161-1022］

燗冷酒器大 粉引
本体価格 2,400円+税

〈78×123×H156㎜･350㏄〉
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氷を入れたら冷酒で、
お湯を入れたら燗に
どちらも使えます。

使用方法

氷

湯

お酒

11-23-1［161-1461］

ビークボウル 赤
本体価格 4,600円+税

〈110×100×H100㎜･340㏄〉

11-23-2［161-1462］

ビークボウル 黒
本体価格 4,600円+税

〈110×100×H100㎜･340㏄〉

11-23-3［161-1463］

ビークボウル 白
本体価格 4,300円+税

〈110×100×H100㎜･340㏄〉

11-23-4［161-1465］

千段丸ぐい呑 うのふ白
本体価格 580円+税

〈φ68×H44㎜･80㏄〉

11-23-5［161-1464］

千段丸冷酒器 うのふ白
本体価格 1,300円+税

〈98×80×H77㎜･250㏄〉

11-23-6［161-1467］

千段丸ぐい呑 水色
本体価格 580円+税

〈φ68×H44㎜･80㏄〉

11-23-7［161-1466］

千段丸冷酒器 水色
本体価格 1,300円+税

〈98×80×H77㎜･250㏄〉

11-23-8［161-1469］

千段丸ぐい呑 銀黒
本体価格 580円+税

〈φ68×H44㎜･80㏄〉

11-23-9［161-1468］

千段丸冷酒器 銀黒
本体価格 1,300円+税

〈98×80×H77㎜･250㏄〉

11-23-10［161-1470］

削ぎ花びら盃 青磁
本体価格 900円+税 〈73×72×H28㎜･40㏄〉

11-23-11［161-1471］

削ぎ花びら冷酒器 青磁
本体価格 1,800円+税 〈133×96×H58㎜･180㏄〉

11-23-12［161-1472］

削ぎ花びら盃 紺釉
本体価格 900円+税 〈73×72×H28㎜･40㏄〉

11-23-13［161-1473］

削ぎ花びら冷酒器 紺釉
本体価格 1,800円+税 〈133×96×H58㎜･180㏄〉

11-23-14［161-1474］

削ぎ長型盃 青磁
本体価格 900円+税 〈φ46×H54㎜･30㏄〉

11-23-15［161-1475］

削ぎ長型冷酒器 青磁
本体価格 1,600円+税 〈79×70×H79㎜･170㏄〉

11-23-16［161-1476］

削ぎ長型盃 紺釉
本体価格 900円+税 〈φ46×H54㎜･30㏄〉

11-23-17［161-1477］

削ぎ長型冷酒器 紺釉
本体価格 1,600円+税 〈79×70×H79㎜･170㏄〉

11-23-19［161-1478］

冷酒器 赤釉銀タコ唐草
本体価格 1,320円+税 〈114×92×H88㎜･420㏄〉

11-23-18［161-1479］

平盃 赤釉銀タコ唐草
本体価格 730円+税 〈φ73×H30㎜･50㏄〉

11-23-21［161-1480］

冷酒器 黒釉銀タコ唐草
本体価格 1,320円+税 〈114×92×H88㎜･420㏄〉

11-23-20［161-1481］

平盃 黒釉銀タコ唐草
本体価格 730円+税 〈φ73×H30㎜･50㏄〉

11-23-23［161-1482］

面取り冷酒器 藍白流し
本体価格 1,680円+税 〈95×84×H88㎜･410㏄〉

11-23-22［161-1483］

面取りぐい呑 藍白流し
本体価格 620円+税 〈φ54×H61㎜･80㏄〉

11-23-25［161-1484］

面取り冷酒器 紫白流し
本体価格 1,680円+税 〈95×84×H88㎜･410㏄〉

11-23-24［161-1485］

面取りぐい呑 紫白流し
本体価格 620円+税 〈φ54×H61㎜･80㏄〉

11-24-1［161-923］

面取高台盃 粉引
本体価格 1,000円+税

〈φ61×H56㎜･60㏄〉

11-24-2［161-922］

面取片口冷酒器 粉引
本体価格 3,000円+税

〈142×102×H82㎜･280㏄〉

11-24-3［161-925］

高台盃 錆十草
本体価格 1,000円+税

〈φ61×H56㎜･60㏄〉

11-24-4［161-924］

片口冷酒器 錆十草
本体価格 3,000円+税

〈142×102×H82㎜･280㏄〉

11-24-5［161-290］

ぐい呑 ゴス吹
本体価格 600円+税

〈φ56×H40㎜･50㏄〉

11-24-6［161-291］

冷酒器 ゴス吹
本体価格 2,500円+税

〈127×95×H110㎜･380㏄〉

11-24-8［161-1094］

面取冷酒器 トルコ
本体価格 1,300円+税

〈84×74×H90㎜･180㏄〉

11-24-7［161-1097］

面取盃 トルコ
本体価格 850円+税

〈φ68×H42㎜･75㏄〉

11-24-10［161-1091］

冷酒器 ホワイト
本体価格 1,900円+税

〈120×100×H86㎜･310㏄〉

11-24-9［161-1092］

ぐい呑 ホワイト
本体価格 900円+税

〈φ75×H70㎜･130㏄〉

11-24-12［161-1093］

冷酒器 トルコ
本体価格 1,900円+税

〈120×100×H86㎜･310㏄〉

11-24-11［161-1096］

ぐい呑 トルコ
本体価格 900円+税

〈φ75×H70㎜･130㏄〉

11-24-13［161-945］

呑んべぇ冷盃 黒
本体価格 400円+税

〈φ65×H66㎜･100㏄〉

11-24-14［161-944］

呑んべぇ冷酒器 黒
本体価格 800円+税

〈130×96×H61㎜･290㏄〉

11-24-15［161-943］

呑んべぇ冷酒盃 黄瀬戸
本体価格 400円+税

〈φ65×H66㎜･100㏄〉

11-24-16［161-942］

呑んべぇ冷酒器 黄瀬戸
本体価格 800円+税

〈130×96×H61㎜･290㏄〉

11-24-17［161-951］

片口冷酒器大 古窯黒錆吹き
本体価格 1,450円+税

〈φ116×88×H111㎜･350㏄〉

11-24-18［161-952］

片口冷酒器小 古窯黒錆吹き
本体価格 1,100円+税

〈φ98×76×H96㎜･250㏄〉

11-24-19［161-953］

冷酒盃 古窯黒錆吹き
本体価格 450円+税

〈φ58×H66㎜･80㏄〉

11-24-20［161-388］

ほろ酔い酒器 青磁刷毛
本体価格 1,350円+税

〈98×133×H148㎜･480㏄〉

11-24-21［161-386］

ほろ酔い酒器 いぶし天目
本体価格 1,350円+税

〈98×133×H148㎜･480㏄〉

11-24-22［161-392］

木蓋
本体価格 500円+税

〈φ103㎜〉

11-24-23［161-039］

盃 青磁刷毛
本体価格 400円+税

〈φ65×H65㎜･100㏄〉

11-24-24［161-038］

片口 青磁刷毛
本体価格 860円+税

〈117×87×H108㎜･270㏄〉

11-24-25［161-041］

盃 うでい
本体価格 400円+税

〈φ65×H65㎜･100㏄〉

11-24-26［161-040］

片口 うでい
本体価格 860円+税

〈117×87×H108㎜･270㏄〉
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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。

モダンな干支デザインの盃

民芸酒器
Mingei-shuki

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。

干支盃

ユニーク酒器
Unique shuki

裏イメージ

お酒を入れると
浮き球が浮きます

浮き球は
外せます

呑む時は逆さ富士

内　側

外　側

出た目の盃で回しのみ、
お座敷遊びの宴が二度盛り上がる。

ピ〜…♩

うきうき盃の不思議…
お酒を入れると中央の浮き球が浮いてゆらゆら…
振ると側面にあたって、カラカラ音を奏でます。

♩

♩♫ ♬♪

1

2

3

5

4

6

19
20

18

7

8

9

1112

10

12�子 13�丑

15�卯 16�辰

19�未 20�申

22�戌 23�亥

17�巳

18�午

14�寅

21�酉

11-25-1［161-1007］

うぐいす盃 梅木　本体価格 2,000円+税
〈φ58×H34㎜･20㏄〉

11-25-2［161-354］

三角盃 梅木　本体価格 2,300円+税
〈φ68×H30㎜･50㏄〉

11-25-3［161-355］

穴アキ盃 梅木　本体価格 2,300円+税
〈φ72×H40㎜･80㏄〉

11-25-4［161-356］

盃台 梅木　本体価格 4,300円+税
〈φ80×H47㎜〉

11-25-5［161-357］

ひさご八勺 梅木　本体価格 2,800円+税
〈φ70×H134㎜･150㏄〉

11-25-6［161-358］

うぐいす徳利 梅木　本体価格 7,000円+税
〈φ63×H150㎜･230㏄〉

11-25-7［161-316］

徳利 おかめ　本体価格 1,750円+税
〈φ92×H110㎜･350㏄〉

11-25-8［161-317］

ぐい呑 おかめ　本体価格 700円+税
〈φ62×H28㎜･40㏄〉

11-25-9［161-775］

まめ皿 おかめ　本体価格 800円+税
〈φ89×H20㎜〉

11-25-10［161-318］

徳利 ひょっとこ　本体価格 1,750円+税
〈φ92×H110㎜･350㏄〉

11-25-11［161-319］

ぐい呑 ひょっとこ　本体価格 700円+税
〈φ62×H28㎜･40㏄〉

11-25-12［161-776］

まめ皿 ひょっとこ　本体価格 800円+税
〈φ89×H20㎜〉

11-25-13［161-326］

マス盃セット
本体価格 4,800円+税
大〈52×52×H35㎜･50㏄〉 中〈40×40×H30㎜･30㏄〉  
小〈29×29×H24㎜･10㏄〉 サイコロ〈14×14×H14㎜〉

11-25-18［161-777］

鬼は外福は内 盃（青）
本体価格 1,000円+税

〈φ60×H30㎜･35㏄〉

11-25-19［161-778］

鬼は外福は内 盃（赤）
本体価格 1,000円+税

〈φ60×H30㎜･35㏄〉

11-25-20［161-779］

鬼は外福は内 盃（緑）
本体価格 1,000円+税

〈φ60×H30㎜･35㏄〉

11-25-14［161-322］

天狗 盃
本体価格 1,800円+税

〈70×56×H82㎜･80㏄〉

11-25-15［161-323］

火男 盃
本体価格 900円+税

〈70×62×H31㎜･50㏄〉

11-25-16［161-324］

おかめ 盃
本体価格 780円+税

〈47×38×H24㎜･20㏄〉

11-25-17［161-325］

駒 三絵巻
本体価格 480円+税

〈φ20×H30㎜〉

11-26-1［161-1486］

浮き浮き玉 盃 桜
本体価格 3,350円+税

〈φ80×H40㎜･100㏄〉

11-26-2［161-1487］

浮き浮き玉 盃 紅葉
本体価格 3,350円+税

〈φ80×H40㎜･100㏄〉

11-26-3［161-1488］

赤富士 盃
本体価格 650円+税

〈φ74×H58㎜･70㏄〉

11-26-4［161-1489］

黒銀彩富士 盃
本体価格 650円+税

〈φ74×H58㎜･70㏄〉

11-26-5［161-1490］

ルリ富士 盃
本体価格 650円+税

〈φ74×H58㎜･70㏄〉

11-26-6［161-1491］

たぬき 徳利 ぽん太
本体価格 1,800円+税

〈φ76×H124㎜･270㏄〉

11-26-7［161-1492］

たぬき 盃 ぽん太
本体価格 650円+税

〈φ55×H42㎜･60㏄〉

11-26-8［161-1168］

雪ダルマ徳利
本体価格 780円+税

〈φ88×H116㎜･310㏄〉

11-26-9［161-1167］

雪ダルマ盃 黒
本体価格 230円+税

〈φ45×H37㎜･30㏄〉

11-26-10［161-1493］

鏡餅 徳利
本体価格 1,800円+税

〈φ118×H116㎜･640㏄〉

11-26-11［161-1494］

盃 赤
本体価格 320円+税

〈φ50×H32㎜･30㏄〉

11-26-12［161-782］

干支盃 子（ねずみ）
本体価格 1,400円+税

〈φ70×H33㎜･50㏄〉

11-26-13［161-783］

干支盃 丑（うし）
本体価格 1,400円+税

〈φ68×H34㎜･50㏄〉

11-26-14［161-784］

干支盃 寅（とら）
本体価格 1,400円+税

〈φ68×H32㎜･50㏄〉

11-26-15［161-785］

干支盃 卯（うさぎ）
本体価格 1,400円+税

〈φ72×H30㎜･50㏄〉

11-26-16［161-786］

干支盃 辰（たつ）
本体価格 1,400円+税

〈φ67×H28㎜･50㏄〉

11-26-17［161-787］

干支盃 巳（へび）
本体価格 1,400円+税

〈φ60×H33㎜･50㏄〉

11-26-18［161-788］

干支盃 午（うま）
本体価格 1,400円+税

〈φ70×H47㎜･60㏄〉

11-26-19［161-789］

干支盃 未（ひつじ）
本体価格 1,400円+税

〈φ63×H25㎜･50㏄〉

11-26-20［161-790］

干支盃 申（さる）
本体価格 1,400円+税

〈φ67×H27㎜･50㏄〉

11-26-21［161-791］

干支盃 酉（とり）
本体価格 1,400円+税

〈φ65×H31㎜･60㏄〉

11-26-22［161-792］

干支盃 戌（いぬ）
本体価格 1,400円+税

〈φ68×H47㎜･60㏄〉

11-26-23［161-793］

干支盃 亥（いのしし）
本体価格 1,400円+税

〈φ70×H35㎜･60㏄〉
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※カップは全て化粧箱に入ります。

箱寸〈135×165×63㎜〉 箱寸〈150×215×80㎜〉

青いバラ
Blue rose

モダン
Modern

青いバラの花言葉は「奇跡」「夢叶う」など。
夢叶い「cheers」、乾杯です。

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。

美濃焼 薄軽 極

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。

※箱は別売りです。

11-27-1［161-1495］

白磁ワインカップ 青いバラ
本体価格 1,900円+税

〈φ61×H118㎜･160㏄〉

11-27-2［161-1496］

白磁ワインカップ 小 青いバラ
本体価格 1,600円+税

〈φ69×H103㎜･160㏄〉

11-27-3［161-1497］

ワインスリムカップ 青いバラ
本体価格 2,300円+税

〈φ78×H125㎜･270㏄〉

11-27-4［161-1498］

ワインワイドカップ 青いバラ
本体価格 2,300円+税

〈φ92×H114㎜･360㏄〉

11-27-5［161-1499］

シャンパンカップ 青いバラ
本体価格 2,800円+税

〈φ63×H149㎜･210㏄〉

11-27-6［161-1500］

ビールカップ 青いバラ
本体価格 2,300円+税

〈φ77×H140㎜･330㏄〉

11-27-9［161-1501］

白磁フリーカップ L 青いバラ
本体価格 1,800円+税

〈φ70×H135㎜･350㏄〉

11-27-8［161-1502］

白磁フリーカップ M 青いバラ
本体価格 1,500円+税

〈φ80×H115㎜･360㏄〉

11-27-7［161-1503］

白磁フリーカップ S 青いバラ
本体価格 1,300円+税

〈φ55×H85㎜･130㏄〉

11-28-1［161-1235］

モダンカップS サークル
本体価格 2,500円+税

〈φ55×H85㎜･130㏄〉

11-28-2［161-1230］

モダンカップL サークル
本体価格 2,800円+税

〈φ70×H135㎜･350㏄〉

11-28-3［161-1238］

モダンカップS モザイク
本体価格 2,500円+税

〈φ55×H85㎜･130㏄〉

11-28-4［161-1233］

モダンカップL モザイク
本体価格 2,800円+税

〈φ70×H135㎜･350㏄〉

11-28-5［161-1239］

モダンカップS ストライプ
本体価格 2,500円+税

〈φ55×H85㎜･130㏄〉

11-28-6［161-1234］

モダンカップL ストライプ
本体価格 2,800円+税

〈φ70×H135㎜･350㏄〉

11-28-7［161-1236］

モダンカップS スクエア
本体価格 2,500円+税

〈φ55×H85㎜･130㏄〉

11-28-8［161-1231］

モダンカップL スクエア
本体価格 2,800円+税

〈φ70×H135㎜･350㏄〉

11-28-9［161-1237］

モダンカップS ダイヤ
本体価格 2,500円+税

〈φ55×H85㎜･130㏄〉

11-28-10［161-1232］

モダンカップL ダイヤ
本体価格 2,800円+税

〈φ70×H135㎜･350㏄〉

11-28-11［161-1240］

モダンペアカップL
本体価格 4,800円+税

〈箱寸185×210×H80㎜〉

11-28-12［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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断面イメージ

スタックできます

キープ
Keep

対流
Tairyu

かるがる
Karugaru

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。

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。

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。

１０
6

4

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。

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。

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。

大地の香り
Daichino-kaori

1 2

3

4

5
6

8

9

10
7

11

13

12

14

11-29-1［161-721］

かるがるのっぽビール いぶし
本体価格 900円+税

〈φ68×H136㎜･330㏄〉

11-29-2［161-722］

かるがるのっぽビール 粉引斑点
本体価格 900円+税

〈φ68×H136㎜･330㏄〉

11-29-3［161-723］

かるがるハイボールグラス いぶし
本体価格 950円+税

〈φ90×H125㎜･470㏄〉

11-29-4［161-724］

かるがるハイボールグラス 粉引斑点
本体価格 950円+税

〈φ90×H125㎜･470㏄〉

11-29-5［161-725］

かるがるロック いぶし
本体価格 650円+税

〈φ88×H83㎜･300㏄〉

11-29-6［161-726］

かるがるロック 粉引斑点
本体価格 650円+税

〈φ88×H83㎜･300㏄〉

11-29-7［161-737］

キープグラス タンブラー小 青磁刷毛
本体価格 1,600円+税

〈φ88×H118㎜･340㏄〉

11-29-8［161-739］

キープグラス ロック 青磁刷毛
本体価格 1,150円+税

〈φ90×H91㎜･270㏄〉

11-29-9［161-738］

キープグラス タンブラー小 いぶし天目
本体価格 1,600円+税

〈φ88×H118㎜･340㏄〉

11-29-10［161-740］

キープグラス ロック いぶし天目
本体価格 1,150円+税

〈φ90×H91㎜･270㏄〉

11-29-11［161-735］

対流タンブラー 粉引斑点
本体価格 900円+税

〈φ91×H135㎜･410㏄〉

11-29-12［161-736］

対流タンブラー いぶし
本体価格 900円+税

〈φ91×H135㎜･410㏄〉

11-29-13［161-741］

スタッキング対流グラス 粉引斑点
本体価格 630円+税

〈φ80×H84㎜･250㏄〉

11-29-14［161-742］

スタッキング対流グラス いぶし
本体価格 630円+税

〈φ80×H84㎜･250㏄〉

11-30-1［161-767］

大地の香り 粉引斑点
本体価格 650円+税

〈φ94×H83㎜･270㏄〉

11-30-2［161-770］

大地の香り いぶし
本体価格 650円+税

〈φ94×H83㎜･270㏄〉

11-30-3［161-773］

大地の香り ゴス茶
本体価格 650円+税

〈φ94×H83㎜･270㏄〉

11-30-4［161-091］

ダイヤモンドロックグラス 
うでい
本体価格 560円+税

〈φ83×H77㎜･270㏄〉

11-30-5［161-094］

ダイヤモンドロックグラス 
青磁刷毛
本体価格 560円+税

〈φ83×H77㎜･270㏄〉

11-30-6［161-097］

ダイヤモンドロックグラス 
黄瀬戸萩
本体価格 560円+税

〈φ83×H77㎜･270㏄〉

11-30-7［161-100］

ダイヤモンドロックグラス 
かがり火
本体価格 560円+税

〈φ83×H77㎜･270㏄〉

11-30-8［161-119］

ダイヤモンドロックグラス  
灰釉ゴス茶
本体価格 560円+税

〈φ83×H77㎜･270㏄〉

11-30-9［161-093］

削りロックグラス うでい
本体価格 580円+税

〈φ81×H81㎜･250㏄〉

11-30-10［161-096］

削りロックグラス 青磁刷毛
本体価格 580円+税

〈φ81×H81㎜･250㏄〉

11-30-11［161-099］

削りロックグラス 黄瀬戸萩
本体価格 580円+税

〈φ81×H81㎜･250㏄〉

11-30-12［161-102］

削りロックグラス かがり火
本体価格 580円+税

〈φ81×H81㎜･250㏄〉

11-30-13［161-120］

削りロックグラス 灰釉ゴス巻
本体価格 580円+税

〈φ81×H81㎜･250㏄〉

11-30-14［161-092］

手捻りロックグラス うでい
本体価格 600円+税

〈φ95×H84㎜･270㏄〉

11-30-15［161-095］

手捻りロックグラス 青磁刷毛
本体価格 600円+税

〈φ95×H84㎜･270㏄〉

11-30-16［161-098］

手捻りロックグラス 黄瀬戸萩
本体価格 600円+税

〈φ95×H84㎜･270㏄〉

11-30-17［161-803］

手捻りロックグラス 粉引斑点
本体価格 600円+税

〈φ95×H84㎜･270㏄〉

11-30-18［161-804］

手捻りロックグラス ゴス茶
本体価格 600円+税

〈φ95×H84㎜･270㏄〉

29 30



スタックできます

スタックできます

169mm

酒カップ·グラス
Sake Cup·Glass

1

2

3

4

5

6

11-31-1［161-016］

タタキロックグラス うでい　本体価格 530円+税
〈φ93×H84㎜･310㏄〉

11-31-2［161-027］

タタキロックグラス 青磁刷毛　本体価格 530円+税
〈φ93×H84㎜･310㏄〉

11-31-3［161-029］

タタキロックグラス 灰釉ゴス巻　本体価格 530円+税
〈φ93×H84㎜･310㏄〉

11-31-4［161-772］

タタキロックグラス ゴス茶　本体価格 530円+税
〈φ93×H84㎜･310㏄〉

11-31-5［161-766］

タタキロックグラス 粉引斑点　本体価格 530円+税
〈φ93×H84㎜･310㏄〉

11-31-6［161-769］

タタキロックグラス いぶし　本体価格 530円+税
〈φ93×H84㎜･310㏄〉

11-31-7［161-768］

スッタクロックグラス 粉引斑点
本体価格 560円+税

〈φ81×H82㎜･280㏄〉

11-31-8［161-771］

スッタクロックグラス いぶし
本体価格 560円+税

〈φ81×H82㎜･280㏄〉

11-31-9［161-774］

スタックロックグラス ゴス茶
本体価格 560円+税

〈φ81×H82㎜･280㏄〉

11-31-10［161-1084］

杵型ロックグラス 粉引斑点
本体価格 680円+税

〈φ83×H82㎜･240㏄〉

11-31-11［161-1083］

杵型ロックグラス グリーン
本体価格 680円+税

〈φ83×H82㎜･240㏄〉

11-31-12［161-1082］

杵型ロックグラス ブルー
本体価格 680円+税

〈φ83×H82㎜･240㏄〉

11-31-13［161-170］

マイナスイオン手折りカップ
本体価格 720円+税

〈φ76×H73㎜･240㏄〉

11-31-14［161-1627］

マイナスイオン手折りカップ 大
本体価格 830円+税

〈φ82×H82㎜･330㏄〉

11-31-15［161-1221］

削り八角カップ 鉄結晶
本体価格 950円+税

〈φ87×H80㎜･210㏄〉

11-31-16［161-1222］

削り八角カップ ビードロ
本体価格 950円+税

〈φ87×H80㎜･210㏄〉

11-31-17［161-1504］

削り八角カップ 青流し
本体価格 950円+税

〈φ87×H80㎜･210㏄〉

11-31-18［161-1223］

削り八角カップ 深海
本体価格 950円+税

〈φ87×H80㎜･210㏄〉

11-31-19［161-1186］

六角カップ トルコ
本体価格 1,000円+税

〈φ80×H82㎜･235㏄〉

11-31-20［161-1505］

ロックカップ 赤釉銀タコ唐草
本体価格 1,080円+税

〈φ85×H85㎜･240㏄〉

11-31-21［161-1506］

ロックカップ 黒釉銀タコ唐草
本体価格 1,080円+税

〈φ85×H85㎜･240㏄〉

11-31-22［161-1188］

焼酎カップ アメ釉窯変
本体価格 1,400円+税

〈φ87×H90㎜･285㏄〉

11-31-23［161-1189］

焼酎カップ 総織部窯変
本体価格 1,400円+税

〈φ87×H90㎜･285㏄〉

11-31-24［161-1187］

焼酎カップ 栗毛釉窯変
本体価格 1,400円+税

〈φ87×H90㎜･285㏄〉

11-32-2［161-1507］

面取りカップ 茶ボーダーライン
本体価格 890円+税

〈φ96×H86㎜･310㏄〉

11-32-3［161-1508］

面取りカップ ゴス巻き
本体価格 890円+税

〈φ96×H86㎜･310㏄〉

11-32-1［161-1509］

面取りカップ 白タタキ黒
本体価格 890円+税

〈φ96×H86㎜･310㏄〉

11-32-4［161-909］

ロックグラス 鉄赤釉
本体価格 480円+税

〈φ92×H76㎜･280㏄〉

11-32-5［161-173］

マイナスイオン削りカップ
本体価格 530円+税

〈φ81×H81㎜･250㏄〉

11-32-6［161-172］

マイナスイオン手捻りカップ
本体価格 530円+税

〈φ95×H84㎜･270㏄〉

11-32-7［161-427］

ハーフロックグラス 粉引
本体価格 630円+税

〈φ81×H95㎜･305㏄〉

11-32-8［161-428］

ハーフロックグラス いぶし天目
本体価格 630円+税

〈φ81×H95㎜･305㏄〉

11-32-9［161-800］

たっぷりカップ 天正黒
本体価格 760円+税

〈φ94×H97㎜･410㏄〉

11-32-10［161-802］

たっぷりカップ 青磁刷毛
本体価格 760円+税

〈φ94×H97㎜･410㏄〉

11-32-11［161-801］

たっぷりカップ 灰釉ゴス巻
本体価格 760円+税

〈φ94×H97㎜･410㏄〉

11-32-12［161-1510］

湯割一口 青磁刷毛
本体価格 530円+税

〈φ75×H100㎜･190㏄〉

11-32-13［161-022］

湯割タンブラー 青磁刷毛
本体価格 630円+税

〈φ82×H110㎜･260㏄〉

11-32-14［161-890］

湯割カップ小 青磁刷毛
本体価格 800円+税

〈φ86×H119㎜･310㏄〉

11-32-15［161-1511］

湯割一口 灰釉ゴス巻
本体価格 530円+税

〈φ75×H100㎜･190㏄〉

11-32-16［161-024］

湯割タンブラー 灰釉ゴス巻
本体価格 630円+税

〈φ82×H110㎜･260㏄〉

11-32-17［161-1512］

湯割一口 赤信楽
本体価格 530円+税

〈φ75×H100㎜･190㏄〉

11-32-18［161-1513］

湯割一口 黄瀬戸萩
本体価格 530円+税

〈φ75×H100㎜･190㏄〉

11-32-19［161-025］

湯割タンブラー 赤信楽
本体価格 630円+税

〈φ82×H110㎜･260㏄〉

11-32-21［161-023］

湯割タンブラー 黄瀬戸萩
本体価格 630円+税

〈φ82×H110㎜･260㏄〉

11-32-20［161-026］

湯割タンブラー 黄信楽
本体価格 630円+税

〈φ82×H110㎜･260㏄〉

11-32-22［161-007］

湯割一口 うでい
本体価格 530円+税

〈φ75×H100㎜･190㏄〉

11-32-23［161-006］

湯割タンブラー うでい
本体価格 630円+税

〈φ82×H110㎜･260㏄〉

11-32-24［161-005］

湯割カップ小 うでい
本体価格 800円+税

〈φ86×H119㎜･310㏄〉

11-32-25［161-004］

湯割カップ中 うでい
本体価格 980円+税

〈φ88×H134㎜･350㏄〉

11-32-26［161-003］

湯割カップ大 うでい
本体価格 1,180円+税

〈φ95×H148㎜･470㏄〉
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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。
ビールの風味が変ります

ワイン·タンブラー
ビールジョッキ
Wine·Tumbler･Beer mug

11-33-1［161-1514］

波カップ 粉引
本体価格 950円+税

〈φ94×H103㎜･300㏄〉

11-33-2［161-1515］

波カップ 茶織部
本体価格 950円+税

〈φ94×H103㎜･300㏄〉

11-33-3［161-1516］

波カップ ゴス十草
本体価格 950円+税

〈φ94×H103㎜･300㏄〉 11-33-4［161-1055］

ろくろ目反タンブラー ブルー
本体価格 830円+税

〈φ80×H122㎜･240㏄〉

11-33-5［161-1056］

ろくろ目反タンブラー グリーン
本体価格 830円+税

〈φ80×H122㎜･240㏄〉

11-33-6［161-1057］

ろくろ目反タンブラー 粉引斑点
本体価格 830円+税

〈φ80×H122㎜･240㏄〉

11-33-7［161-135］

総削りビール小 うでい
本体価格 780円+税

〈φ89×H110㎜･310㏄〉

11-33-8［161-138］

さざ波削りタンブラー 青磁刷毛
本体価格 560円+税

〈φ74×H110㎜･220㏄〉

11-33-9［161-137］

さざ波削りタンブラー うでい
本体価格 560円+税

〈φ74×H110㎜･220㏄〉

11-33-10［161-145］

削りラッパタンブラー うでい
本体価格 620円+税

〈φ91×H102㎜･280㏄〉

11-33-11［161-146］

削りラッパタンブラー 青磁刷毛
本体価格 620円+税

〈φ91×H102㎜･280㏄〉

11-33-12［161-1517］

タンブラー 織部刷毛
本体価格 560円+税

〈φ76×H146㎜･330㏄〉

11-33-13［161-140］

三つ足タンブラー 青磁刷毛
本体価格 760円+税

〈φ76×H122㎜･220㏄〉

11-33-14［161-169］

マイナスイオンスタック 小
本体価格 550円+税

〈φ74×H112㎜･320㏄〉

11-33-15［161-168］

マイナスイオンスタック 中
本体価格 820円+税

〈φ74×H132㎜･370㏄〉

11-33-16［161-167］

マイナスイオンスタック 大
本体価格 980円+税

〈φ74×H146㎜･410㏄〉

11-33-17［161-125］

タタキチューハイグラス大 
うでい
本体価格 980円+税

〈φ95×H148㎜･530㏄〉

11-33-18［161-126］

タタキチューハイグラス中 
うでい
本体価格 800円+税

〈φ89×H134㎜･400㏄〉

11-33-19［161-127］

タタキチューハイグラス小 
うでい
本体価格 680円+税

〈φ87×H120㎜･320㏄〉

11-33-20［161-128］

タタキチューハイグラス大 
青磁刷毛
本体価格 980円+税

〈φ95×H148㎜･530㏄〉

11-33-21［161-129］

タタキチューハイグラス中 
青磁刷毛
本体価格 800円+税

〈φ89×H134㎜･400㏄〉

11-33-22［161-130］

タタキチューハイグラス小 
青磁刷毛
本体価格 680円+税

〈φ87×H120㎜･320㏄〉

11-34-1［161-1113］

スリムワインカップ トルコ
本体価格 1,750円+税

〈φ72×H110㎜･175㏄〉

11-34-2［161-1115］

ワインカップ トルコ
本体価格 1,800円+税

〈φ73×H118㎜･160㏄〉

11-34-3［161-1518］

ソフトカップ ブルー
本体価格 480円+税

〈φ68×H98㎜･130㏄〉

11-34-4［161-174］

マイナスイオンピルスナー 小
本体価格 750円+税

〈φ72×H90㎜･100㏄〉

11-34-5［161-171］

マイナスイオンピルスナー 大
本体価格 950円+税

〈φ72×H148㎜･160㏄〉

11-34-6［161-1519］

マルチジョッキ 赤釉銀タコ唐草
本体価格 1,500円+税

〈φ80×H123㎜･270㏄〉

11-34-7［161-1520］

マルチジョッキ 黒釉銀タコ唐草
本体価格 1,500円+税

〈φ80×H123㎜･270㏄〉

11-34-8［161-1521］

フリーカップ ピンク志野
本体価格 980円+税

〈φ87×H119㎜･350㏄〉

11-34-12［161-1522］

フリーカップ 深緑
本体価格 980円+税

〈φ87×H119㎜･350㏄〉

11-34-9［161-1523］

フリーカップ 粉引荒刷毛
本体価格 980円+税

〈φ87×H119㎜･350㏄〉

11-34-11［161-1524］

フリーカップ カイラギ織部
本体価格 980円+税

〈φ87×H119㎜･350㏄〉

11-34-10［161-1525］

フリーカップ よもぎ黒釉
本体価格 980円+税

〈φ87×H119㎜･350㏄〉

11-34-13［161-1183］

ビアカップ ホワイト
本体価格 1,600円+税

〈φ84×H131㎜･380㏄〉

11-34-14［161-1184］

ビアカップ トルコ
本体価格 1,850円+税

〈φ84×H131㎜･380㏄〉

11-34-15［161-255］

ネジリビール大 ブラック
本体価格 950円+税

〈φ90×H133㎜･500㏄〉

11-34-16［161-256］

ネジリビール大 ホワイト
本体価格 950円+税

〈φ90×H133㎜･500㏄〉

11-34-17［161-257］

削りノッポビール ブラック
本体価格 910円+税

〈φ75×H143㎜･280㏄〉

11-34-18［161-258］

削りノッポビール ホワイト
本体価格 910円+税

〈φ75×H143㎜･280㏄〉

11-34-19［161-260］

ビールジョッキー うでい
本体価格 1,080円+税

〈φ90×H132㎜･400㏄〉

11-34-20［161-261］

ビールジョッキー 青磁刷毛
本体価格 1,080円+税

〈φ90×H132㎜･400㏄〉

11-34-21［161-1079］

泡踊り缶型ジョッキ ブルー
本体価格 1,320円+税

〈φ88×H127㎜･520㏄〉

11-34-22［161-1080］

泡踊り缶型ジョッキ グリーン
本体価格 1,320円+税

〈φ88×H127㎜･520㏄〉

11-34-23［161-1081］

泡踊り缶型ジョッキ 粉引斑点
本体価格 1,320円+税

〈φ88×H127㎜･520㏄〉
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※ローソク以外では使用しないで下さい。

燗冷器
Kanrei-ki

蓋が受け皿にも
なります。

1

2

6

3
5

4

7

8

12

9

11

13

10

14

15
16

18

17

19

11-35-1［161-143］

杵型削りタンブラー うでい　本体価格 530円+税
〈φ72×H110㎜･300㏄〉

11-35-2［161-189］

燗冷徳利二合 うでい　本体価格 1,150円+税
〈φ88×H130㎜･320㏄〉

11-35-3［161-190］

燗冷器 うでい　本体価格 1,020円+税
〈φ118×H120㎜〉

11-35-4［161-191］

コンロ うでい　本体価格 900円+税
〈φ118×H78㎜〉

11-35-5［161-192］

カップ燗冷器 うでい　本体価格 750円+税
〈φ118×H78㎜〉

11-35-6［161-193］

盃 うでい　本体価格 430円+税
〈φ68×H45㎜･100㏄〉

11-35-7［161-144］

杵型削りタンブラー 青磁刷毛　本体価格 530円+税
〈φ72×H110㎜･300㏄〉

11-35-8［161-196］

燗冷徳利二合 青磁刷毛　本体価格 1,150円+税
〈φ88×H130㎜･320㏄〉

11-35-9［161-197］

燗冷器 青磁刷毛　本体価格 1,020円+税
〈φ118×H120㎜〉

11-35-10［161-198］

コンロ 青磁刷毛　本体価格 900円+税
〈φ118×H78㎜〉

11-35-11［161-199］

カップ燗冷器 青磁刷毛　本体価格 750円+税
〈φ118×H78㎜〉

11-35-12［161-200］

盃 青磁刷毛　本体価格 430円+税
〈φ68×H45㎜･100㏄〉

11-35-13［161-194］

燗冷器木台　本体価格 1,050円+税
〈150×150×H20㎜〉

11-35-14［161-202］

燗冷徳利二合 かがり火
本体価格 1,150円+税

〈φ88×H130㎜･320㏄〉

11-35-15［161-203］

燗冷器 かがり火
本体価格 1,020円+税

〈φ118×H120㎜〉

11-35-16［161-204］

コンロ かがり火
本体価格 900円+税

〈φ118×H78㎜〉

11-35-17［161-205］

カップ燗冷器 かがり火
本体価格 750円+税

〈φ118×H78㎜〉

11-35-18［161-206］

盃 かがり火
本体価格 430円+税

〈φ68×H45㎜･100㏄〉

11-35-19［161-374］

ローソク 10PCセット
本体価格 600円+税

〈φ38×H15㎜〉

11-36-1［161-1210］

手付き燗冷器 粉引
本体価格 2,750円+税
徳利〈φ61×H100㎜･125㏄〉  
湯燗器〈φ97×H100㎜〉

11-36-2［161-1211］

手付き燗冷器 いぶし
本体価格 2,750円+税
徳利〈φ61×H100㎜･125㏄〉  
湯燗器〈φ97×H100㎜〉

11-36-3［161-1100］

手付き燗瓶大 天目
本体価格 1,100円+税

〈126×114×H125㎜･535㏄〉

11-36-4［161-1099］

手付き燗瓶小 天目
本体価格 900円+税

〈112×102×H110㎜･350㏄〉

11-36-5［161-010］

黒じょか（直火OK）
本体価格 2,150円+税

〈φ144×H90㎜･480㏄〉

11-36-6［161-011］

盃 黒
本体価格 380円+税

〈φ76×H31㎜･60㏄〉

11-36-7［161-086］

黒じょか手付（直火OK）
本体価格 2,000円+税

〈φ148×H88㎜･480㏄〉

11-36-8［161-087］

ソラキュー
本体価格 460円+税

〈φ69×H44㎜･60㏄〉

11-36-9［161-088］

ソラキュー穴あき
本体価格 500円+税

〈φ69×H44㎜･60㏄〉

11-36-10［161-1104］

骨酒岩魚 大
本体価格 3,250円+税

〈315×88×H119㎜･690㏄〉

11-36-11［161-1105］

骨酒岩魚 小
本体価格 2,900円+税

〈285×86×H107㎜･545㏄〉

11-36-12［161-1102］

骨酒 盃
本体価格 400円+税

〈φ85×H33㎜･70㏄〉

11-36-13［161-1107］

ひれ酒 ふぐ
本体価格 1,050円+税

〈φ75×H92㎜･140㏄〉

11-36-14［161-1106］

ひれ酒 天目
本体価格 1,050円+税

〈φ75×H92㎜･140㏄〉

11-36-15［161-1103］

千筋ふぐひれ酒 青磁
本体価格 1,900円+税

〈φ75×H96㎜･155㏄〉

11-36-16［161-1526］

ひれ酒 ふぐ 蓋受け皿兼用
本体価格 1,500円+税

〈φ80×H96㎜･180㏄〉

11-36-17［161-1245］

枡
本体価格 1,000円+税

〈82×82×H51㎜〉
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ボトル
Bottle

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）

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。

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。

焼酎サーバーサーバー
Server

11-37-1［161-1191］

二升瓶 黒
本体価格 16,000円+税

〈φ190×H272㎜･4200㏄〉

11-37-2［161-1192］

二升瓶 茶
本体価格 16,000円+税

〈φ190×H272㎜･4200㏄〉

11-37-3［161-396］

三升瓶 黒
本体価格 21,500円+税

〈φ215×H305㎜･5500㏄〉

11-37-4［161-397］

三升瓶 茶
本体価格 21,500円+税

〈φ215×H305㎜･5500㏄〉

11-37-5［161-398］

五升瓶 黒
本体価格 35,000円+税

〈φ296×H375㎜･13000㏄〉

11-37-6［161-399］

五升瓶 茶
本体価格 35,000円+税

〈φ296×H375㎜･13000㏄〉

11-37-7［161-1026］

一斗サーバー
本体価格 70,000円+税

〈φ348×H395㎜･20000㏄〉

11-38-1［161-161］

居酒屋サーバー1升 かがり火
本体価格 6,800円+税

〈φ155×H148㎜･1800㏄〉

11-38-2［161-798］

居酒屋サーバー1升 備前
本体価格 6,800円+税

〈φ155×H148㎜･1800㏄〉

11-38-3［161-063］

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㎜〉

11-38-4［161-066］

ロングサーバー 青磁刷毛  
木台（S）付
本体価格 8,300円+税

11-38-5［161-061］

ロングサーバー うでい
本体価格 6,000円+税

〈φ132×H235㎜･2000㏄〉 蓋〈φ118×H27㎜〉

11-38-6［161-065］

ロングサーバー うでい 木台（S）付
本体価格 8,300円+税

11-38-7［161-1527］

ホームサーバー 青磁刷毛
本体価格 2,800円+税

〈φ102×H200㎜･1100㏄〉

11-38-8［161-1528］

ホームサーバー 青磁刷毛  
木台（S）付
本体価格 5,200円+税

11-38-9［161-110］

丸サーバー青磁刷毛
本体価格 3,900円+税

〈φ142×H170㎜･1100㏄〉

11-38-10［161-111］

丸サーバー青磁刷毛  
井桁木台付
本体価格 5,600円+税
木台〈147×147×H108㎜〉

11-38-11［161-799］

ファミリーサーバー 備前
本体価格 4,200円+税

〈φ134×H160㎜･1300㏄〉

11-38-12［161-848］

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

11-38-15［161-069］

ファミリーサーバー 青磁刷毛
本体価格 4,200円+税

〈φ134×H160㎜･1300㏄〉 

11-38-16［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㎜〉

11-38-13［161-068］

ファミリーサーバー うでい
本体価格 4,200円+税

〈φ134×H160㎜･1300㏄〉 

11-38-14［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㎜〉

11-38-17［161-058］

コック丸
本体価格 2,650円+税

11-38-18［161-057］

コック角
本体価格 4,800円+税
※日本製

11-38-19［161-1529］

ショットグラス 赤釉銀タコ唐草
本体価格 720円+税

〈φ48×H66㎜･90㏄〉

11-38-20［161-1530］

五合徳利瓶 赤釉銀タコ唐草
本体価格 3,200円+税

〈φ118×H194㎜･910㏄〉

11-38-21［161-1531］

ショットグラス 黒釉銀タコ唐草
本体価格 720円+税

〈φ48×H66㎜･90㏄〉

11-38-22［161-1532］

五合徳利瓶 黒釉銀タコ唐草
本体価格 3,200円+税

〈φ118×H194㎜･910㏄〉

11-38-23［161-056］

木台（S）
本体価格 2,500円+税

〈150×150×H168㎜〉

11-38-24［161-055］

木台（M）
本体価格 3,750円+税

〈180×180×H168㎜〉

11-38-25［161-054］

木台（L）
本体価格 4,650円+税

〈213×213×H168㎜〉

11-38-26［161-001］

焼酎瓶 うでい
本体価格 2,000円+税

〈φ102×H180㎜･840㏄〉

11-38-27［161-017］

焼酎瓶 青磁刷毛
本体価格 2,000円+税

〈φ102×H180㎜･840㏄〉

11-38-28［161-018］

焼酎瓶 黄瀬戸萩
本体価格 2,000円+税

〈φ102×H180㎜･840㏄〉

11-38-29［161-019］

焼酎瓶 灰釉ゴス巻
本体価格 2,000円+税

〈φ102×H180㎜･840㏄〉

11-38-30［161-021］

焼酎瓶 黄信楽
本体価格 2,000円+税

〈φ102×H180㎜･840㏄〉

11-38-31［161-084］

ボトル うでい
本体価格 2,400円+税

〈φ90×H206㎜･780㏄〉

11-38-32［161-085］

ボトル 青磁刷毛
本体価格 2,400円+税

〈φ90×H206㎜･780㏄〉
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11-39-6［161-751］

アイスペール大 粉引斑点
本体価格 2,500円+税

〈φ126×H120㎜･750㏄〉

11-39-7［161-752］

アイスペール小 粉引斑点
本体価格 1,350円+税

〈φ104×H106㎜･450㏄〉

11-39-8［161-754］

ピッチャー 粉引斑点
本体価格 1,800円+税

〈105×92×H150㎜･500㏄〉

11-39-9［161-755］

みみ付徳利 粉引斑点
本体価格 2,800円+税

〈φ105×H172㎜･910㏄〉

11-39-10［161-753］

手付水差し 粉引斑点
本体価格 2,900円+税

〈φ111×H178㎜･1300㏄〉

11-39-11［161-757］

アイスペール大 いぶし
本体価格 2,500円+税

〈φ126×H120㎜･750㏄〉

11-39-12［161-756］

アイスペール小 いぶし
本体価格 1,350円+税

〈φ104×H106㎜･450㏄〉

11-39-13［161-759］

ピッチャー いぶし
本体価格 1,800円+税

〈105×92×H150㎜･500㏄〉

11-39-14［161-760］

みみ付徳利 いぶし
本体価格 2,800円+税

〈φ105×H172㎜･910㏄〉

11-39-15［161-758］

手付水差し いぶし
本体価格 2,900円+税

〈φ111×H178㎜･1300㏄〉

11-39-1［161-762］

アイスペール大 ゴス茶
本体価格 2,500円+税

〈φ126×H120㎜･750㏄〉

11-39-2［161-761］

アイスペール小 ゴス茶
本体価格 1,350円+税

〈φ104×H106㎜･450㏄〉

11-39-3［161-764］

ピッチャー ゴス茶
本体価格 1,800円+税

〈105×92×H150㎜･500㏄〉

11-39-4［161-765］

みみ付徳利 ゴス茶
本体価格 2,800円+税

〈φ105×H172㎜･910㏄〉

11-39-5［161-763］

手付水差し ゴス茶
本体価格 2,900円+税

〈φ111×H178㎜･1300㏄〉

11-39-16［161-075］

アイスペール大 青磁刷毛
本体価格 2,150円+税

〈φ126×H119㎜･750㏄〉

11-39-17［161-067］

アイスペール小 青磁刷毛
本体価格 1,280円+税

〈φ104×H106㎜･450㏄〉

11-39-18［161-073］

グレープフルーツ搾り 青磁刷毛
本体価格 920円+税

〈φ131×H62㎜〉

11-39-19［161-080］

レモン搾り 青磁刷毛
本体価格 620円+税

〈φ100×H56㎜〉

11-39-20［161-064］

ピッチャー 青磁刷毛
本体価格 1,580円+税

〈110×88×H147㎜･470㏄〉

11-39-21［161-077］

手付水差し 青磁刷毛
本体価格 2,600円+税

〈φ111×H176㎜･1100㏄〉

11-39-22［161-078］

アイストング　本体価格 380円+税
〈150㎜〉

11-39-23［161-074］

アイスペール大 うでい
本体価格 2,150円+税

〈φ126×H119㎜･750㏄〉

11-39-24［161-002］

アイスペール小 うでい
本体価格 1,280円+税

〈φ104×H106㎜･450㏄〉

11-39-25［161-009］

レモン搾り うでい
本体価格 620円+税

〈φ100×H56㎜〉

11-39-26［161-062］

ピッチャー うでい
本体価格 1,580円+税

〈110×88×H147㎜･470㏄〉

11-39-27［161-076］

手付水差し うでい
本体価格 2,600円+税

〈φ111×H176㎜･1100㏄〉

6
7

8 9
10

11

12

13
14

15

11-40-1［161-711］

雅 アイスペール ホワイト
本体価格 3,100円+税

〈122×122×H130㎜･1300㏄〉  
ツル〈18-0ステンレス〉

11-40-2［161-712］

雅 ピッチャー ホワイト
本体価格 2,600円+税

〈74×77×H172㎜･550㏄〉

11-40-3［161-713］

雅 ロックグラス ホワイト
本体価格 720円+税

〈90×90×H86㎜･280㏄〉

11-40-4［161-714］

雅 ボトル ホワイト
本体価格 3,400円+税

〈96×96×H173㎜･800㏄〉  
栓〈コルク、天然木〉

11-40-5［161-715］

雅 アイスペール ブラック
本体価格 3,100円+税

〈122×122×H130㎜･1300㏄〉  
ツル〈18-0ステンレス〉

11-40-6［161-716］

雅 ピッチャー ブラック
本体価格 2,600円+税

〈74×77×H172㎜･550㏄〉

11-40-7［161-717］

雅 ロックグラス ブラック
本体価格 720円+税

〈90×90×H86㎜･280㏄〉

11-40-8［161-718］

雅 ボトル ブラック
本体価格 3,400円+税

〈96×96×H173㎜･800㏄〉  
栓〈コルク、天然木〉

11-40-9［161-1031］

マッコリ スプーン（木製）
本体価格 1,150円+税

〈202×85㎜〉

11-40-10［161-1029］

マッコリ碗
本体価格 550円+税

〈φ97×H55㎜･240㏄〉

11-40-11［161-1027］

マッコリ カメ身
本体価格 2,300円+税

〈175×160×H100㎜･1200㏄〉

11-40-12［161-1028］

マッコリ カメ蓋
本体価格 1,100円+税

〈φ152×H45㎜〉

11-40-13［161-347］

宴会用 カメ
本体価格 4,000円+税

〈φ175×H175㎜･2700㏄〉

11-40-14［161-060］

竹ヒシャク
本体価格 1,600円+税

〈φ46×H270㎜〉

11-40-18［161-463］

マッコリ碗 黄
本体価格 350円+税

〈φ94×H64㎜･270㏄〉

11-40-19［161-464］

マッコリ碗 赤
本体価格 350円+税

〈φ94×H64㎜･270㏄〉

11-40-20［161-467］

マッコリ碗 白
本体価格 350円+税

〈φ94×H64㎜･270㏄〉

11-40-21［161-465］

マッコリ碗 緑
本体価格 350円+税

〈φ94×H64㎜･270㏄〉

11-40-22［161-466］

マッコリ碗 黒
本体価格 350円+税

〈φ94×H64㎜･270㏄〉

11-40-15［161-1032］

はち焼酎 大
本体価格 1,900円+税

〈φ236×H80㎜･2000㏄〉

11-40-16［161-1033］

はち焼酎 小
本体価格 1,200円+税

〈φ200×H64㎜･1100㏄〉

11-40-17［161-750］

お玉杓子 木製
本体価格 3,850円+税

〈240×H70㎜〉

11-40-23［161-384］

6:4徳利二合
本体価格 2,300円+税

〈φ90×H105㎜･400㏄〉

11-40-24［161-810］

6:4徳利 一合
本体価格 1,850円+税

〈φ85×H84㎜･210㏄〉

11-40-25［161-385］

5:5徳利二合
本体価格 2,300円+税

〈φ90×H105㎜･400㏄〉
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金魚
Kingyo

天下泰平を夢見る、我らのお殿様。

鬼に金棒や邪気を払い、家族を守る福鬼さん。

喜怒哀楽
Kidoairaku

奇襲でございます。
おどろき殿様

ビッグな相手を見て、
一杯。

おどろき鬼

領地が減りました。
かなしみ殿様

涙を流して、一杯。
かなしみ鬼

家来の中にスパイが。
おいかり殿様

邪気を払って、一杯。
おこり鬼

石高アップです。
にっこり殿様

鬼も内で、一杯。
にっこり鬼

福だるま
Fukudaruma

縁起花結び
Engihanamusubi

金魚は「金余」（お金が余る）ともいわれ、
蓄財や多産祈願にもつながる、
縁起の良い魚です。

スタックイメージ 裏　側

裏　側

中　面

中　面積み上げられます。

飾り結びとも言われ、結び目が桜や菊など花の形に似ているため、
無病息災や長寿など縁起物とされる。

家内安全、無病息災、必勝祈願として用いられる。
だるまの赤は魔除けの意味もあります。

11-41-1［161-1605］

タワー盃 福だるま にやり
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-2［161-1606］

タワー盃 福だるま にっこり
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-3［161-1607］

タワー盃 福だるま わらい
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-4［161-1608］

タワー盃 福だるま びっくり
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-5［161-1609］

タワー盃 福だるま にらみ
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-6［161-1610］

一合徳利 蛇の目 福だるま
本体価格 1,200円+税

〈φ54×H132㎜･160㏄〉

11-41-7［161-1611］

二合徳利 蛇の目 福だるま
本体価格 1,600円+税

〈φ58×H174㎜･280㏄〉

11-41-8［161-1612］

タワー盃 桜結び
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-9［161-1613］

タワー盃 菊結び
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-10［161-1614］

タワー盃 菜の花結び
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-11［161-1615］

タワー盃 鉄仙結び
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-12［161-1616］

タワー盃 クローバー結び
本体価格 500円+税

〈φ52×H43㎜･60㏄〉

11-41-13［161-1617］

一合徳利 蛇の目 桜結び
本体価格 1,200円+税

〈φ54×H132㎜･160㏄〉

11-41-14［161-1618］

二合徳利 蛇の目 桜結び
本体価格 1,600円+税

〈φ58×H174㎜･280㏄〉

11-41-18［161-1619］

コップ大 蛇の目 金魚
本体価格 800円+税

〈φ54×H84㎜･120㏄〉

11-41-17［161-1620］

お猪口八勺 蛇の目 金魚
本体価格 900円+税

〈φ70×H65㎜･140㏄〉

11-41-15［161-1621］

神盃小 蛇の目 金魚
本体価格 950円+税

〈φ72×H26㎜･40㏄〉

11-41-16［161-1622］

お猪口二半勺 蛇の目 金魚
本体価格 500円+税

〈φ50×H42㎜･55㏄〉

11-41-19［161-1623］

一合徳利 蛇の目 金魚
本体価格 1,100円+税

〈φ54×H132㎜･160㏄〉

11-41-20［161-1624］

二合徳利 蛇の目 金魚
本体価格 1,300円+税

〈φ58×H174㎜･280㏄〉

11-42-2［161-1547］

白磁小皿 にっこり殿様
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-42-1［161-1548］

白磁平盃 にっこり殿様
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-42-4［161-1549］

白磁小皿 おいかり殿様
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-42-3［161-1550］

白磁平盃 おいかり殿様
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-42-6［161-1551］

白磁小皿 かなしみ殿様
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-42-5［161-1552］

白磁平盃 かなしみ殿様
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-42-8［161-1553］

白磁小皿 おどろき殿様
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-42-7［161-1554］

白磁平盃 おどろき殿様
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-42-10［161-1555］

白磁小皿 にっこり鬼
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-42-9［161-1556］

白磁平盃 にっこり鬼
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-42-12［161-1557］

白磁小皿 おこり鬼
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-42-11［161-1558］

白磁平盃 おこり鬼
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-42-14［161-1559］

白磁小皿 かなしみ鬼
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-42-13［161-1560］

白磁平盃 かなしみ鬼
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-42-16［161-1561］

白磁小皿 おどろき鬼
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-42-15［161-1562］

白磁平盃 おどろき鬼
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉
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紅葉

桜

波

赤富士は中々見られないため、鑑賞した人には、
厄除け、商売繁盛など願いが叶うとされる。赤富士景色

長寿を象徴する
吉祥の鳥。つる

家内安全、無病息災、
必勝祈願として。福だるま

福がくる、
苦労しない。ふくろう

桔梗

桔梗

四つ目菱

四つ目菱

違い鷹の羽

違い鷹の羽

剣片喰

剣片喰

二つ引き

二つ引き

梅鉢

梅鉢

片喰

片喰

剣花菱

剣花菱

笹竜胆

笹竜胆

三つ巴

三つ巴

橘

橘

木瓜

木瓜

家紋
Kamon

720mlの酒瓶（四合瓶）に
かけたイメージです。
一升瓶にも…。

盃首かけ1ヶ箱

小皿首かけ1ヶ箱 小皿1ヶ箱盃1ヶ箱

※箱は別売りです。

店舗や商品の販促として
オリジナル柄が出来ます。

まねきねこ

幸運を招き、
「商売繁盛」。福助

縁起の良い、
めでたい魚。めでたい

おいしい酒と器にはいつも、福がやどります。
美味い酒には、福来る縁起

Engi

右手は金運、
左手なら千客万来。

小皿 平盃
家紋は、その一代きりではなく、�
その家を象徴する目印として後の�
子孫たちに次々に受け継がれて
ゆくものとなります。

オリジナル盃·小皿の
作製も承ります

※�数量・指定柄（酒ふた柄など）・�
価格等お気楽にお問い合わせ�
ください。

※�オリジナル柄の箱印刷も�
出来ます。

11-43-8［161-1564］

白磁平盃 めでたい
本体価格 600円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-43-7［161-1563］

白磁小皿 めでたい
本体価格 500円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-43-2［161-1566］

白磁平盃 まねきねこ
本体価格 600円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-43-1［161-1565］

白磁小皿 まねきねこ
本体価格 500円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-43-4［161-1568］

白磁平盃 だるま
本体価格 600円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-43-3［161-1567］

白磁小皿 だるま
本体価格 500円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-43-12［161-1570］

白磁平盃 つる
本体価格 600円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-43-11［161-1569］

白磁小皿 つる
本体価格 500円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-43-10［161-1572］

白磁平盃 ふくろう
本体価格 600円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-43-9［161-1571］

白磁小皿 ふくろう
本体価格 500円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-43-6［161-1574］

白磁平盃 福助
本体価格 600円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-43-5［161-1573］

白磁小皿 福助
本体価格 500円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-43-16［161-1576］

白磁平盃 赤富士桜
本体価格 600円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-43-15［161-1575］

白磁小皿 赤富士桜
本体価格 500円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-43-14［161-1578］

白磁平盃 赤富士波
本体価格 600円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-43-13［161-1577］

白磁小皿 赤富士波
本体価格 500円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-43-18［161-1580］

白磁平盃 赤富士紅葉
本体価格 600円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-43-17［161-1579］

白磁小皿 赤富士紅葉
本体価格 500円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-13［161-1581］

白磁小皿 家紋 桔梗
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-1［161-1582］

白磁平盃 家紋 桔梗
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-14［161-1583］

白磁小皿 家紋 四つ目菱
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-2［161-1584］

白磁平盃 家紋 四つ目菱
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-15［161-1585］

白磁小皿 家紋 違い鷹の羽
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-3［161-1586］

白磁平盃 家紋 違い鷹の羽
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-16［161-1587］

白磁小皿 家紋 剣片喰
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-4［161-1588］

白磁平盃 家紋 剣片喰
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-17［161-1589］

白磁小皿 家紋 二つ引き
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-5［161-1590］

白磁平盃 家紋 二つ引き
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-18［161-1591］

白磁小皿 家紋 梅鉢
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-6［161-1592］

白磁平盃 家紋 梅鉢
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-19［161-1593］

白磁小皿 家紋 片喰
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-7［161-1594］

白磁平盃 家紋 片喰
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-20［161-1595］

白磁小皿 家紋 剣花菱
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-8［161-1596］

白磁平盃 家紋 剣花菱
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-21［161-1597］

白磁小皿 家紋 笹竜胆
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-9［161-1598］

白磁平盃 家紋 笹竜胆
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-22［161-1599］

白磁小皿 家紋 三つ巴
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-10［161-1600］

白磁平盃 家紋 三つ巴
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-23［161-1601］

白磁小皿 家紋 橘
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-11［161-1602］

白磁平盃 家紋 橘
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉

11-44-24［161-1603］

白磁小皿 家紋 木瓜
本体価格 400円+税

〈φ90×H17㎜〉

11-44-12［161-1604］

白磁平盃 家紋 木瓜
本体価格 500円+税

〈φ80×H30㎜･50㏄〉
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居酒屋の雰囲気をご家族でお楽しみください。ギフト
Gift

焼酎・梅酒・酢・お茶など
全てのアイテムに使用できます。

※お酒はイメージです。

11-45-1［161-106］

ファミリーサーバー うでい 木台グラス付
本体価格 6,800円+税

〈箱寸146×214×H200㎜･化粧箱12入〉

★

11-45-2［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 6,800円+税

〈箱寸146×214×H200㎜･化粧箱12入〉

★

11-45-3［161-648］

マルチサーバーセット 黒釉
本体価格 5,000円+税

〈箱寸160×225×H195㎜･化粧箱12入〉

★ 11-45-4［161-649］

マルチサーバーセット 白釉
本体価格 5,000円+税

〈箱寸160×225×H195㎜･化粧箱12入〉

★

11-45-5［161-1533］

燗冷器セット 青磁刷毛
本体価格 3,800円+税

〈箱寸128×254×H168㎜･化粧箱16入〉

★ 11-45-6［161-1534］

燗冷器セット かがり火
本体価格 3,800円+税

〈箱寸128×254×H168㎜･化粧箱16入〉

★ 11-45-7［161-1535］

手付き燗冷器セット 粉引
本体価格 3,200円+税

〈箱寸125×195×H105㎜･化粧箱40入〉

★ 11-45-8［161-1536］

手付き燗冷器セット いぶし
本体価格 3,200円+税

〈箱寸125×195×H105㎜･化粧箱40入〉

★

11-45-9［161-1625］

削りロックグラスセット コースター付
本体価格 3,000円+税

〈箱寸285×185×90㎜･化粧箱18入〉

★ 11-45-10［161-1626］

黒じょかセット 直火OK
本体価格 3,000円+税

〈箱寸252×180×H70㎜･化粧箱24入〉

★ 11-45-11［161-1538］

水割りセット
本体価格 2,800円+税

〈箱寸320×210×H110㎜･化粧箱16入〉

★ 11-45-12［161-1537］

焼酎セットアイスペール付
本体価格 3,500円+税

〈箱寸205×205×H112㎜･化粧箱16入〉

★

11-46-1［161-830］

酔  々湯割タンブラー 青磁刷毛
本体価格 1,500円+税

〈箱寸210×333×H90㎜･化粧箱30入〉

★

11-46-2［161-831］

酔  々湯割タンブラー 灰釉ゴス巻き
本体価格 1,500円+税

★

11-46-3［161-832］

酔  々湯割タンブラー うでい
本体価格 1,500円+税

★

11-46-4［161-833］

酔  々湯割タンブラー 黄瀬戸萩
本体価格 1,500円+税

★

11-46-5［161-1044］

酔  々片口酒器セット 青磁刷毛
本体価格 2,500円+税

〈箱寸220×335×H110㎜･化粧箱24入〉

★
11-46-6［161-1045］

酔  々片口酒器セット うでい
本体価格 2,500円+税

★

11-46-7［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〉

★

11-46-8［161-0300-1］

酔  々燗冷酒セット 青磁刷毛
本体価格 3,800円+税

★

11-46-9［161-0300-2］

酔  々燗冷酒セット かがり火
本体価格 3,800円+税

★

11-46-10［161-840］

酔  々ひょっとこセット
本体価格 3,600円+税

〈箱寸210×333×H90㎜･化粧箱30入〉

★ 11-46-11［161-839］

酔  々おかめセット
本体価格 3,600円+税

★ 11-46-12［161-1046］

酒器セット 蛇の目
本体価格 2,100円+税

〈箱寸210×333×H95㎜･化粧箱30入〉

★

11-46-13［161-0260-1］

酔  々黒じょか盃2PCセット
本体価格 3,500円+税

〈箱寸278×336×H85㎜･化粧箱24入〉

★ 11-46-14［161-647］

酔  々マルチサーバーセット
本体価格 3,500円+税

〈箱寸335×270×H145㎜･化粧箱12入〉

★

11-46-15［161-1048］

酔  々マルチサーバーセット 井桁木台付
本体価格 4,800円+税

〈箱寸335×270×H145㎜･化粧箱12入〉

★

11-46-16［161-0370］

酔  々ファミリーサーバー うでい
本体価格 5,000円+税

〈箱寸335×270×H145㎜･化粧箱12入〉

★

11-46-17［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 6,500円+税

〈箱寸335×270×H145㎜･化粧箱12入〉

★

11-46-18［161-1085］

酔  々ファミリーサーバー 青磁刷毛
本体価格 5,000円+税

★

11-46-19［161-1050］

酔  々ファミリーサーバー 青磁刷毛  
井桁木台付
本体価格 6,500円+税

★

11-46-20［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〉

★

11-46-21［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

★

11-46-22［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〉

★

11-46-23［161-0250-1］

酔  々DXセット 青磁刷毛
本体価格 3,200円+税

★

11-46-24［161-837］

酔  々ソギロックグラスセット 備前
本体価格 2,400円+税
グラス〈φ93×H85㎜･290㏄〉  

〈箱寸330×315×H100㎜･化粧箱16入〉

★ 11-46-25［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〉

★

11-46-26［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〉

★
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