
8-1189-1 H-63-51
ウォーターバリエーションロングタンブラー360
¥940

（6.8φ×15.4・360cc） 梱60（6×10）

8-1189-2 H-63-52
ウォーターバリエーションロングタンブラー445
¥1,030

（7.3φ×16.5・445cc） 梱48（6×8）

8-1189-3 H-63-53
コニカルタンブラー240
¥840

（6.8φ×12.9・240cc） 梱60（6×10）

8-1189-4 H-63-54
コニカルタンブラー300
¥890

（7.3φ×13.9・300cc） 梱60（6×10）

8-1189-5 H-63-55
コニカルタンブラー420
¥960

（8φ×15.5・420cc） 梱60（6×10）

8-1189-6 H-63-56
コニカルゾンビー360
¥960

（6.8φ×17.2・360cc） 梱60（6×10）

8-1189-7 H-63-57
フロムミニピルスナー150
¥700

（6.6φ×10.2・150cc） 梱60（6×10）

8-1189-8 H-63-58
フロムピルスナー270
¥750

（7.3φ×15.5・270cc） 梱48（6×8）

8-1189-9 H-63-59
フロムピルスナー330
¥790

（7.4φ×17・330cc） 梱48（6×8）

8-1189-10 H-63-60
ロングタンブラーモダン400
¥1,060

（6.7φ×21・400cc） 梱48（6×8）

8-1189-11 H-63-61
ロングタンブラージャパネスク400
¥1,060

（6.9φ×21・400cc） 梱48（6×8）

8-1189-12 H-63-62
ロングタンブラースタンダード400
¥1,060

（6.8φ×21・400cc） 梱48（6×8）

8-1189-13 H-63-63
リム付プレート210
¥1,640

（21φ×1.8） 梱36（3×12）

8-1189-14 H-63-64
リム付プレート240
¥2,100

（24φ×2） 梱30（3×10）

8-1189-15 H-63-65
リム付プレート270
¥2,880

（27φ×2） 梱24（3×8）

8-1189-16 H-63-66
リム付プレート300
¥3,270

（30φ×2.2） 梱18（3×6）

8-1189-24 H-63-74
ワイドリムプレート270
¥2,880

（27φ×2.2） 梱24（3×8）

8-1189-25 H-63-75
ワイドリムプレート320
¥4,050

（32φ×2.3） 梱15（3×5）

8-1189-17 H-63-67
スクウェアプレート210
¥2,880

（21×21×1.8） 梱30（3×10）

8-1189-19 H-63-69
スクウェアプレート280
¥4,670

（28×28×2.2） 梱10（2×5）

8-1189-21 H-63-71
リムレットプレートCR200
¥1,540

（20φ×2.2） 梱18（3×6）

8-1189-22 H-63-72
リムレットプレートCR230
¥1,820

（23φ×2.2） 梱18（3×6）

8-1189-30 H-63-80
カフェトレー240
¥2,420

（24φ×2.3） 梱30（3×10）

8-1189-23 H-63-73
リムレットプレートCR265
¥2,380

（26.5φ×2.2） 梱18（3×6）

8-1189-31 H-63-81
アミューズトレー270
¥3,270

（27φ×2.3） 梱24（3×8）

8-1189-18 H-63-68
スクウェアプレート240
¥3,270

（24×24×2.2） 梱24（3×8）

8-1189-20 H-63-70
リムレットプレートCR180
¥1,120

（18φ×2.2） 梱36（3×12）

8-1189-26 H-63-76
アラカルトプレートCR190
¥1,400

（19φ×4.8） 梱36（3×12）

8-1189-27 H-63-77
アラカルトプレートCR220
¥1,820

（22φ×5.2） 梱18（3×6）

8-1189-28 H-63-78
アラカルトプレートCR240
¥2,100

（24φ×5） 梱18（3×6）

8-1189-29 H-63-79
アラカルトプレートCR280
¥2,660

（28φ×6.3） 梱10（1×10）
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8-1190-1 H-63-82
Gラインタンブラー180
¥750

（5.5φ×11・180cc） 梱72（6×12）

8-1190-2 H-63-83
Gラインタンブラー240
¥790

（6.1φ×12・240cc） 梱72（6×12）

8-1190-3 H-63-84
Gラインタンブラー270
¥790

（6.4φ×11.8・270cc） 梱72（6×12）

8-1190-4 H-63-85
Gラインタンブラー290
¥820

（6.5φ×12.7・290cc） 梱72（6×12）

8-1190-5 H-63-86
Gラインタンブラー360
¥840

（6.8φ×13.6・360cc） 梱72（6×12）

8-1190-6 H-63-87
Gラインショットトリプル90
¥660

（4.6φ×7.9・90cc） 梱72（6×12）

8-1190-7 H-63-88
Gラインオールド300
¥820

（7.8φ×8.9・300cc） 梱72（6×12）

8-1190-8 H-63-89
Gラインコーリン300
¥820

（6φ×15.1・300cc） 梱72（6×12）

8-1190-9 H-63-90
Gラインコーリン360
¥840

（6.3φ×16.3・360cc） 梱72（6×12）

8-1190-10 H-63-91
おなじみフリーカップ270
¥560

（7.5φ×8.8・270cc） 梱72（6×12）

8-1190-11 H-63-92
おなじみタンブラー180
¥560

（6φ×9.9・180cc） 梱72（6×12）

8-1190-12 H-63-93
おなじみフリーカップ270
¥560

（6.6φ×11.3・270cc） 梱72（6×12）

8-1190-13 H-63-94
おなじみフリーカップ360
¥560

（7.3φ×12.4・360cc） 梱72（6×12）

8-1190-14 H-63-95
リリーフオールド255
¥350

（7.2φ×8.9・255cc） 梱72（6×12）

8-1190-15 H-63-96
リリーフ180
¥310

（5.6φ×10・180cc） 梱72（6×12）

8-1190-16 H-63-97
リリーフ240
¥330

（6.2φ×11.1・240cc） 梱72（6×12）

8-1190-17 H-63-98
リリーフ270
¥350

（6.4φ×11.7・270cc） 梱72（6×12）

8-1190-18 H-63-99
リリーフ300
¥360

（6.4φ×12.7・300cc） 梱72（6×12）

8-1190-19 H-64-1
リリーフ360
¥380

（6.6φ×13.7・360cc） 梱72（6×12）

8-1190-21 H-64-3
H・AXカムリ165
¥480

（5.4φ×10.4・165cc） 梱108（6×18）

8-1190-22 H-64-4
H・AXカムリ245
¥500

（6.3φ×11・245cc） 梱96（6×16）

8-1190-23 H-64-5
H・AXカムリ295
¥510

（6.5φ×12.4・295cc） 梱96（6×16）

8-1190-24 H-64-6
H・AXカムリ375
¥520

（6.8φ×14.2・375cc） 梱72（6×12）

8-1190-20 H-64-2
H・AXカムリオールド250
¥500

（7.5φ×8.1・250cc） 梱96（6×16）

8-1190-25 H-64-7
H・AXトレビアンオールド245
¥580

（7.2φ×8.5・245cc） 梱96（6×16）

8-1190-26 H-64-8
H・AXトレビアン175
¥550

（5.6φ×10・175cc） 梱96（6×16）

8-1190-27 H-64-9
H・AXトレビアン240
¥580

（6φ×11.5・240cc） 梱96（6×16）

8-1190-28 H-64-10
H・AXトレビアン315
¥610

（6.4φ×12.5・315cc） 梱96（6×16）

8-1190-29 H-64-11
アルスターオールド240
¥370

（7.9φ×8.2・240cc） 梱72（3×24）

8-1190-30 H-64-12
アルスター90
¥310

（5.1φ×7.8・90cc） 梱144（12×12）
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国内ブランドガラス国内ブランドガラス ※梱包数（内箱入数×内箱数）　※ご注文は内箱単位でお求め下さい。
※価格は1個あたりの価格になっております。
※ HS の商品は口部強化で口あたりの良い商品です。

※梱包数（内箱入数×内箱数）　※ご注文は内箱単位でお求め下さい。
※価格は1個あたりの価格になっております。
※口部イオン強化 口部強化 の商品は口部を強化した商品です。
※UIH の商品は白濁しにくく、高い耐久性をもった商品です。

※この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。 ※この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。
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