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盛

器

ぐい呑み・ワイングラス

M-9-668-612-1
A 桶ぐい呑み  
黒帯朱  
¥600（4.8φ×5.3）梱200

M-9-678-612-2
A 桶ぐい呑み  
朱帯黒  
¥600（4.8φ×5.3）梱200

M-9-688-612-3
A 桶ぐい呑み  
溜帯金  
¥700（4.8φ×5.3）梱200

M-9-758-612-25
M 春秋ぐい呑み  
総銀朱
¥880（5.8φ×4.9）梱100

M-9-768-612-26
M 春秋ぐい呑み  
溜内朱  
¥930（5.8φ×4.9）梱100

M-9-778-612-27
M 春秋ぐい呑み  
朱内金雅  
¥1,250（5.8φ×4.9）梱100

M-9-788-612-19
M 羽反ぐい呑み  
総銀朱  
¥850（5.2φ×5）梱100

M-9-798-612-20
M 羽反ぐい呑み  
溜内朱  
¥830（5.2φ×5）梱100

M-9-808-612-21
M 羽反ぐい呑み  
朱内金雅  
¥1,200（5.2φ×5）梱100

M-9-818-612-7
M ゆりぐい呑み  
黒内朱  
¥900（5φ×5.4）梱100

M-9-828-612-8
M ゆりぐい呑み  
朱内黒  
¥900（5φ×5.4）梱100

M-9-838-612-9
M ゆりぐい呑み  
溜内朱  
¥950（5φ×5.4）梱100

M-9-848-612-4
M 羽反細口ぐい呑み  
溜内朱  
¥880（4.9φ×5.3）梱100

M-9-858-612-5
M 羽反細口ぐい呑み  
銀刷毛目  
¥1,300（4.9φ×5.3）梱100

M-9-868-612-6
M 羽反細口ぐい呑み  
朱内金雅  
¥1,280（4.9φ×5.3）梱100

M-9-878-612-28
M 切立低型ぐい呑み  
溜内朱  
¥1,050（6.5φ×3）梱100

M-9-888-612-29
M 切立低型ぐい呑み  
朱内銀  
¥1,150（6.5φ×3）梱100

M-9-898-612-30
M 切立低型ぐい呑み 
黒内金  
¥1,150（6.5φ×3）梱100

M-9-908-612-10
Mだるまぐい呑み 
朱内黒  
¥850（5.5φ×4.6）梱100

M-9-918-612-11
Mだるまぐい呑み 
朱内金雅  
¥1,100（5.5φ×4.6）梱100

M-9-928-612-12
Mだるまぐい呑み 
総銀  
¥1,400（5.5φ×4.6）梱100

M-9-938-612-22
M 羽反千筋ぐい呑み  
曙内朱天金  
¥850（5.8φ×4.8）梱100

M-9-948-612-23
M 羽反千筋ぐい呑み  
溜内銀刷毛目  
¥1,200（5.8φ×4.8）梱100

M-9-958-612-24
M 羽反千筋ぐい呑み  
朱内金雅  
¥1,000（5.8φ×4.8）梱100

M-9-968-612-13
M 切立ぐい呑み  
総銀朱  
¥780（5.3φ×4.8）梱100

M-9-978-612-14
M 切立ぐい呑み  
溜内朱  
¥830（5.3φ×4.8）梱100

M-9-988-612-15
M 切立ぐい呑み  
朱内金雅  
¥1,100（5.3φ×4.8）梱100

M-9-998-612-16
M 切立乱筋ぐい呑み  
曙内朱
¥830（5.3φ×4.8）梱100

M-10-18-612-17
M 切立乱筋ぐい呑み  
溜内朱  
¥800（5.3φ×4.8）梱100

M-10-28-612-18
M 切立乱筋ぐい呑み  
朱内金雅  
¥1,100（5.3φ×4.8）梱100

M-9-698-612-31
M 新ぐい呑み  
朱天金  
¥1,050 
（7.1φ×3.9）梱200

M-9-708-612-32
M 新ぐい呑み  
黒内梨地金線  
¥1,050 
（7.1φ×3.9）梱200

M-9-718-612-33
M 新ぐい呑み  
黒内金雅  
¥1,200 
（7.1φ×3.9）梱200

1-674-98-612-42
木（小）ぐい呑み
¥600（5.6φ×4.5）梱200
限定品

1-674-108-612-43
木（大）ぐい呑み  
¥950（7.5φ×4.5）梱200
限定品

M-2-278-612-36
M 冷酒盃
内金パール
¥1,100 
（8φ×5.3）梱100

M-2-288-612-37
M 冷酒盃
内銀パール
¥1,100 
（8φ×5.3）梱100

M-6-328-612-38
M 冷酒盃
白木内クリーム
¥1,200 
（8φ×5.3）梱100

1-674-88-612-41
木ウイスキーカップ
¥650（4.5φ×5）梱200
限定品

M-18-318-612-39
A 丸羽反小鉢  
茶パール内朱  
¥650（9.3φ×5.4）梱100

M-18-328-612-40
A 丸羽反小鉢  
銀かすり  
¥1,450（9.3φ×5.4）梱100

H-19-718-612-34
ガラス 角珍味入
¥1,700 
（6.5×6.5×4.2）梱100

H-19-728-612-35
ガラス だし入れ 
¥1,700 
（6.4φ×5）梱100
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器

ワイングラス・高台珍味

1-675-18-611-1
A ミニワイングラス  
朱天金  
¥670 
（4.5φ×6.1）梱200

M-9-518-611-2
Aミニワイングラス  
朱パール天金  
¥750 
（4.5φ×6.1）梱200

M-9-528-611-4
Aミニワイングラス  
総銀  
¥1,200 
（4.5φ×6.1）梱200

M-9-538-611-3
A ミニワイングラス 
銀朱内金雅  
¥900 
（4.5φ×6.1）梱200

1-675-28-611-5
A ミニワイングラス 
黒内金雅金線  
¥1,250 
（4.5φ×6.1）梱200

1-675-38-611-6
A ミニワイングラス 
漆陶織部  
¥1,300 
（4.5φ×6.1）梱200

M-4-728-611-9
M 高台珍味  
朱天金  
¥1,650 
（6φ×5.5）梱150

M-4-738-611-10
M 高台珍味  
青パール  
¥1,650 
（6φ×5.5）梱150

M-4-758-611-11
M 高台珍味  
銀刷毛目  
¥2,000 
（6φ×5.5）梱150

M-4-788-611-12
M 高台珍味  
朱内金粉蒔き  
¥2,200 
（6φ×5.5）梱150

M-4-798-611-13
M 高台珍味  
黒内銀粉蒔き  
¥2,200 
（6φ×5.5）梱150

M-9-548-611-31
N（小）ワインカップ  
銀朱内黒  
¥2,000 
（6.1φ×10.1）梱60

M-9-558-611-32
N（小）ワインカップ  
茶金刷毛目内黒
¥2,250 
（6.1φ×10.1）梱60

M-9-568-611-33
N（小）ワインカップ  
朱内金雅  
¥2,400 
（6.1φ×10.1）梱60

M-9-578-611-34
N（大）ワインカップ  
銀刷毛目内黒  
¥2,700 
（6.1φ×14.1）梱50

M-9-588-611-35
N（大）ワインカップ  
マーブル刷毛目天金  
¥2,700 
（6.1φ×14.1）梱50

1-675-118-611-23
N シャンパングラス  
朱天金  
¥1,800 
（8.9φ×8.5）梱100

1-675-128-611-24
N シャンパングラス  
淡グリーン内クリーム  
¥1,900 
（8.9φ×8.5）梱100

1-675-138-611-25
N シャンパングラス  
金雅銀箔内朱  
¥2,500 
（8.9φ×8.5）梱100

M-9-598-611-26
N（大）シャンパングラス 
銀朱内金雅  
¥2,500 
（8.9φ×12.5）梱100

M-9-608-611-27
N（大）シャンパングラス 
銀刷毛目  
¥2,750 
（8.9φ×12.5）梱100

M-9-618-611-15
M マリンカップ  
銀朱  
¥1,600 
（10.7φ×6）梱100

M-9-628-611-16
M マリンカップ  
曙  
¥1,750 
（10.7φ×6）梱100

M-9-638-611-17
M マリンカップ  
朱内金天朱  
¥1,850 
（10.7φ×6）梱100

M-9-648-611-18
M マリンカップ  
黒内銀雅  
¥2,050 
（10.7φ×6）梱100

M-9-658-611-19
M マリンカップ  
総銀塗  
¥2,950 
（10.7φ×6）梱100

1-675-98-611-22
A ワイングラス  
金雅ライン  
¥1,650（9φ×7.1）梱100

1-675-168-611-30
M ニューワイングラス  
漆陶織部
¥2,450 
（7.2φ×10.8）梱100

M-9-728-611-7
M 小丸ぐい呑み 黒天金
¥1,000 
（6φ×6.6）梱100

M-9-738-611-8
M 小丸ぐい呑み 朱天金
¥1,000 
（6φ×6.6）梱100

1-675-148-611-28
M ニューワイングラス  
金雅ライン
¥2,450 
（7.2φ×10.8）梱100

1-675-158-611-29
M ニューワイングラス  
朱ライン
¥1,900 
（7.2φ×10.8）梱100

1-675-68-611-20
A ワイングラス 
朱天金  

¥900（9φ×7.1）梱100

1-675-78-611-21
A ワイングラス  
淡グリーン内クリーム  
¥1,100（9φ×7.1）梱100

M-9-748-611-14
A 山道珍味 新溜  
¥900 
（7.6φ×5.7）梱100
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