
020

いまどき100
B-6238  ¥210  
46238 1

最大54 口52 高79 
容105
6×24=144p/c入

いまどき160
B-6233  ¥260  
46233 6

最大62 口60 高90 
容160
6×18=108p/c入

いまどき240
B-6234  ¥290  
46234 3

最大68 口68 高113 
容235
6×18=108p/c入

いまどき 　  ダンク 　 槌目調の凹凸が涼しげなグラス。 
人気の炭酸水にもおすすめです。

ダンク フリーカップ
B-6561  ¥330  
46561 0

最大83 口83 高85 
容275
3×16=48p/c入

J

ダンク タンブラーM
B-6562  ¥390  
46562 7

最大72 口71 高112 
容245
3×16=48p/c入

J 

ダンク ビッグタンブラー
B-6564  ¥500  
46564 1

最大83 口82 高141 
容385
3×16=48p/c入

J 

ダンク タンブラーL
B-6563  ¥390  
46563 4

最大72 口69 高128 
容305
3×16=48p/c入

J 

シール付き

ビアー240
B-5389  ¥300  45389 1
最大65 口61 高124 容250
3×20=60p/c入

J 

ビアー360
B-5390  ¥350  45390 7
最大72 口68 高145 容365
3×20=60p/c入

J 

パティーヌモール150
L-6250  ¥560  
66250 7

最大69 口69 高129 
容153
3×24=72p/c入

天開一ログラス
B-6449  ¥200  46449 1
最大55 口55 高103 容125
12×12=144p/c入

カルチャー8
B-4543  ¥220  44543 8
最大60 口60 高116 容250
6×12=72p/c入

タンブラー410
528  ¥330  
42528 7

最大72 口72 高173 
容410
6×12=72p/c入

Cラインピルスナー
658  ¥440  68658 9
最大67 口60 高187 容330
6×12=72p/c入
S-36-195

J 

ぶりっこグラス
B-6232  ¥200  
46232 9

最大62 口62 高68 
容160
6×24=144p/c入

ニューぶりっこグラス
B-6565  ¥220  
46565 8

最大62 口62 高85 
容190
6×18=108p/c入

のばなグラス
B-6342  ¥220  
46342 5

最大69 口69 高85 
容220
6×18=108p/c入

小コップ6
460  ¥180  
42460 0

最大60 口60 高93 
容180
6×24=144p/c入

タンブラー420
B-6214  ¥330  
46214 5

最大76 口76 高151 
容415
6×12=72p/c入

J 

ゾンビー10
B-4423  ¥230  
44423 3

最大56 口56 高150 
容280
6×16=96p/c入
G-49-135

ストレートオールド8
511  ¥250  
42511 9

最大75 口75 高81 
容245
6×16=96p/c入

ストレート8
512  ¥250  
42512 6

最大63 口63 高110 
容240
6×16=96p/c入

ストレート10
513  ¥260  
42513 3

最大65 口65 高124 
容295
6×16=96p/c入

ストレート14
521  ¥330  
42521 8

最大72 口72 高138 
容430
6×12=72p/c入

スーフル冷茶
B-6420  ¥230  
46420 0

最大85 口85 
高61 容215
6×24=144p/c入

涼泉冷茶
B-6496  ¥230  
46496 5

最大80 口80 
高63 容175
6×24=144p/c入

ソックスグラスS
B-2261  ¥350  
42261 3

最大72 口72 
高92 容230
3×18=54p/c入

ソックスグラスM
B-2262  ¥360  
42262 0

最大75 口75 
高110 容300
3×18=54p/c入

タンブラーコレクション

ストレート 　  ルパッセマグ 　  

ルパッセマグ
P-4615  ¥530  34615 5
最大109-78 口78 高90  
容300
6×8=48p/c入

クリーフ 　  パティーヌ 　  

エスタシオン 　  

フリーカップ
B-2315  ¥440  42315 3
最大84 口84 高91 容295
6×12=72p/c入

クリーフ台付145
B-5445  ¥440  
45445 4

最大65 口58 高78  
容145
6×12=72p/c入

クリーフ320
B-5490  ¥390  
45490 4

最大75 口55 高100 
容315
3×16=48p/c入

クリーフステム125
L-4169  ¥610  
64169 4

最大49 口41 高137 
容125
6×12=72p/c入

クリーフ160
B-5444  ¥390  
45444 7

最大55 口49 高100 
容160
6×12=72p/c入

モールフルート
L-6251  ¥620  
66251 4

最大62 口62 高149 
容148
3×24=72p/c入

モールミニステム
L-6249  ¥550  
66249 1

最大62 口61 高110 
容98
3×24=72p/c入

タンブラー500
B-2318  オープンプライス 
42318 4

最大80 口80 高146 容
505
6×8=48p/c入　16

オールド360
B-2319  オープンプライス 
42319 1

最大85 口85 高92 容
360
6×8=48p/c入　16


