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［食器洗浄機対応］　　　  Espoir Cup & Bonheur Cup用カバーPAT.PBonheur Cup（ボヌールカップ）  　　　［食器洗浄機対応］PAT.P

8-217-1 W-16-9
  TA   ボヌールカップ ホワイト
¥1,030 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-2 W-16-10
  TA   ボヌールカップ ブラック
¥880 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-3 W-16-11
  TA   ボヌールカップ 黒石目 
¥1,050 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-4 W-16-12
  TA   ボヌールカップ         
白アクア 
¥1,140 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-5 W-16-13
  TA   ボヌールカップ 金石目 
¥1,560 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-6 W-16-14
  TA   ボヌールカップ 銀石目
¥1,560 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-7 W-16-15
  TA   ボヌールカップ 青釉
¥1,430 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-8 W-16-16
  TA   ボヌールカップ 緑釉
¥1,430 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-9 W-16-17
  TA   ボヌールカップ          
グリーン乾漆
¥920 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-10 W-16-18
  TA   ボヌールカップ         
茶乾漆内朱
¥950 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-11 W-16-19
  TA   ボヌールカップ         
総銀朱帯黒
¥1,170 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-12 W-16-20
  TA   ボヌールカップ          
レトロブルー帯金 
¥1,430 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-13 W-16-21
  TA   ボヌールカップ          
レトログリーン帯金 
¥1,430 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-14 W-16-22
  TA   ボヌールカップ          
レトロレッド帯金
¥1,430 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-15 W-16-23
  TA   ボヌールカップ          
レトロブラック帯金
¥1,430 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-17 W-16-25
  TA   ボヌールカップ          
グリーン雲流 
¥1,110 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-18 W-16-26
  TA   ボヌールカップ         
ブルー雲流 
¥1,110 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-19 W-16-27
  TA   ボヌールカップ         
ピンク雲流
¥1,110 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-20 W-16-28
  TA   ボヌールカップ         
パープル雲流 
¥1,110 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-21 W-16-29
  TA   ボヌールカップ         
ベージュ雲流
¥1,110 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-22 W-16-30
  TA   ボヌールカップ 総金雅
¥3,090 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-23 W-16-31
  TA   ボヌールカップ 総銀雅
¥1,680 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-24 W-16-32
  TA   ボヌールカップ         
総栃刷毛目
¥1,450 （10.8φ×6.4） 梱100

8-217-25 H-76-59
  木   ウッド ナチュラル
¥2,780 （11.2φ×0.7） 梱200

8-217-26 H-76-60
  木   ウッド ブラウン
¥2,780 （11.2φ×0.7） 梱200

8-217-16 W-16-24
  TA   ボヌールカップ         
銀透き黒研ぎ出し 
¥1,680 （10.8φ×6.4） 梱100

8-218-1 H-76-61
  TA   seseragi ブラック
¥660 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-2 H-76-62
  TA   seseragi レトロブルー
¥1,110 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-3 H-76-63
  TA   seseragi 緑釉
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-4 H-76-64
  TA   seseragi 総銀雅
¥1,420 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-5 H-76-65
  TA   seseragi グリーン雲流
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-6 H-76-66
  AC   seseragi クリア
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-7 H-76-67
  TA   fu-sya ブラック
¥660 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-8 H-76-68
  TA   fu-sya 白アクア
¥910 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-9 H-76-69
  TA   fu-sya 茶乾漆
¥650 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-10 H-76-70
  TA   fu-sya 総金雅
¥2,670 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-11 H-76-71
  TA   fu-sya ブルー雲流
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-12 H-76-72
  AC   fu-sya クリア
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-13 H-76-73
  TA   kamonA ブラック
¥660 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-14 H-76-74
  TA   kamonA レトログリーン
¥1,110 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-15 H-76-75
  TA   kamonA 青釉
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-16 H-76-76
  TA   kamonA 金石目
¥1,420 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-17 H-76-77
  TA   kamonA ピンク雲流
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-18 H-76-78
  AC   kamonA クリア
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-19 H-76-79
  TA   kamonB ブラック 
¥660 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-20 H-76-80
  TA   kamonB レトロブラック
¥1,110 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-21 H-76-81
  TA   kamonB 栃刷毛目
¥1,020 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-22 H-76-82
  TA   kamonB グリーン
乾漆渕シルバー
¥670 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-23 H-76-83
  TA   kamonB パープル雲流
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-24 H-76-84
  AC   kamonB クリア
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-25 H-76-85
  TA   shabonA ブラック
¥660 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-26 H-76-86
  TA   shabonA 銀朱
¥680 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-27 H-76-87
  TA   shabonA ベージュ雲流
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-28 H-76-88
  TA   shabonA 銀石目
¥1,420 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-29 H-76-89
  AC   shabonA クリアブルー
¥940 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-30 H-76-90
  AC   shabonA クリア
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-31 H-76-91
  TA   shabonB ブラック
¥660 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-32 H-76-92
  TA   shabonB レトロレッド
¥1,110 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-33 H-76-93
  TA   shabonB 銀透
¥1,140 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-34 H-76-94
  TA   shabonB 黒石目
¥830 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-35 H-76-95
  AC   shabonB クリアグリーン
¥940 （11.2φ×0.7） 梱200

8-218-36 H-76-96
  AC   shabonB クリア
¥880 （11.2φ×0.7） 梱200

＊本ページの商品はコースターとしてもお使い頂けます。
＊kamonAとshabonAはアクセント部分が凸の形状、kamonBとshabonBはアクセント部分が凹の形状をしております。
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