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フリーカップ（焼酎）
Cup without Handle （Shochu）

278

日本製 日本製

日本製

278-101-902　2,400円
一閑人焼酎カップ（赤）

（9.4×8.9・380cc） 　　527430190

278-102-902　2,100円
一閑人焼酎カップ（青）

（9.4×8.9・380cc） 　　527430290

278-103-902　2,200円
ゼブラ銀彩キーポ焼酎カップ

（9×10.2・300cc） 　　1128410390

278-104-902　2,200円
ゼブラ金彩キーポ焼酎カップ

（9×10.2・300cc） 　　1128410490

278-105-902　2,200円
焼酎絵キーポ焼酎カップ

（9×10.2・300cc） 　　527420590

陶

278-106-152　1,400円
杵型焼酎カップ トルコ釉

（8.3×11.5・300cc） 　　726630215

陶

278-201-512　4,000円
ガーネットフリーカップ

（8.6×9・300cc） 　　1227820151

陶

278-202-262　3,500円
黒土削きカップ（小）

（8.5×14・210cc） 　　827610326

陶

278-203-332　2,700円
ボーダー削型フリーカップ

（12.7×18.5・450cc） 　　1128810233

278-204-262　2,250円
手造り唐草フリーカップ赤

（9×11.7・約340cc） 　　828210126

278-205-262　2,200円
手造り唐草フリーカップ青

（9×11.7・約340cc） 　　828210226

278-206-702　1,580円
塗分焼酎カップ

（10×12.5・500cc） 　　527840171

陶

陶

278-301-522　1,760円
南蛮 ロングカップ

（8.8×11.5・300cc） 　　827720252

陶

278-302-162　1,760円
白イラボ湯割カップ

（8.5×11・300cc） 　　528410216

278-303-472　1,700円
銀彩 黒焼酎カップ（大）

（9.7×12.2・430cc） 　　928660347

278-304-472　1,350円
黒伊賀吹き焼酎カップ（大）

（10×10×12.2・400cc） 　　627610647

278-305-242　1,300円
白粉引ネジリカップ

（9×12.5・330cc） 　　528230524

陶

278-306-242　1,300円
黒粉引ネジリカップ

（9×12.5・330cc） 　　528230424

陶

陶

278-401-522　1,400円
南蛮青磁焼酎カップ

（8×11.5・300cc） 　　527910452

陶

278-402-522　1,400円
織部 焼酎カップ

（8×11.5・300cc） 　　627710152

陶

278-403-522　1,400円
黒ライン焼酎カップ

（8×11.5・300cc） 　　527910252

陶

278-404-162　1,380円
青磁湯割タイコ型長カップ

（7.8×11.5・280cc） 　　527910516

278-405-632　1,230円
山科（白）焼酎カップ

（φ8.4×15・430cc） 　　827640563

278-406-632　1,230円
山科（黒）焼酎カップ

（φ8.4×15・430cc） 　　928610263

278-501-352　1,200円
銀彩（黒） 焼酎（小）

（9×9.2・280cc） 　　928760335

278-502-572　1,100円
花友禅チューハイカップ 白

（8.7×13.2・435cc） 　　627610157

278-503-572　1,100円
花友禅チューハイカップ 黒

（8.7×13.2・435cc） 　　627610257

278-504-572　1,100円
みやま桜チューハイカップ

（8.7×13.2・435cc） 　　627610357

278-505-572　1,020円
白吹チューハイカップ

（8.7×13.2・435cc） 　　627650457

陶

278-506-512　1,000円
伊賀水晶焼酎カップ（中）

（8.7×13.4・350cc） 　　527610751

フリーカップ/ビールジョッキ
φ

高さ cm
容量 cc
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279フリーカップ（焼酎）
Cup without Handle （Shochu）

陶

279-101-522　1,530円
織部ラインウェーブ焼酎カップ

（9×10.3・270cc） 　　527840552

陶

279-102-522　1,530円
南蛮 ウェーブ焼酎カップ

（9×10.3・270cc） 　　827630452

陶

279-103-522　1,530円
織部ウェーブ焼酎カップ

（9×10.3・270cc） 　　527840652

陶

279-104-472　1,500円
白そば刷毛目太口カップ

（10×10.1・380cc） 　　827730647

陶

279-105-472　1,450円
四方つらら太口カップ

（10×10.2・400cc） 　　827730547

陶

279-106-162　1,430円
信楽吹泡立ビアカップ

（9.2×10・300cc） 　　527910116

陶

279-201-902　1,800円
焼〆キーポ焼酎カップ

（9×10.2・300cc） 　　527420690

279-202-152　1,400円
杵型焼酎カップ 赤釉

（8.3×11.5・300cc） 　　1128430615

陶

279-203-742　1,250円
刷毛目けずり目カップ（黒）

（9×9.5・300cc） 　　727220474

陶

279-204-742　1,250円
刷毛目けずり目カップ（白）

（9×9.5・300cc） 　　727220374

陶

279-205-472　1,100円
黒釉うず唐草フリーカップ

（8.8×11.3・360cc） 　　727230447

陶

279-206-472　1,100円
白釉うず唐草フリーカップ

（8.8×11.3・360cc） 　　727230547

279-301-792　1,320円
黒赤ヌリ分カット絵ジュースカップ

（8.5×8.5×11.3・300cc） 　　828330179

279-302-252　1,200円
窯変メタリックカップ

（8.2×9.6・250cc） 　　1227930225

279-303-352　1,050円
ひだすきフリーカップ

（9.8×10.5・350cc） 　　527950635

279-304-472　1,000円
白釉焼酎フリーカップ（小）

（9.2×9.3・330cc） 　　627860247

279-305-472　1,000円
黒伊賀焼酎フリーカップ（小）

（9.2×9.3・330cc） 　　627860347

279-306-522　1,000円
白流し焼酎カップ

（8.5×11.5・320cc） 　　527960152

279-401-012　950円
均窯スカイフリーカップ

（9.5×10.5・300cc） 　　726660101

279-402-012　950円
均窯グリーンフリーカップ

（9.5×10.5・300cc） 　　726660201

279-403-152　800円
白釉刷毛目フリーカップ

（8.5×11・280cc） 　　1128860415

279-404-152　800円
黒釉刷毛目フリーカップ

（8.5×11・280cc） 　　1128860315

279-405-472　850円
白マットフリーカップ（大）

（8.3×11.3・300cc） 　　928660547

279-406-472　850円
黒マットフリーカップ（大）

（8.3×11.3・300cc） 　　928660647

279-501-472　980円
黒マット角古紋六兵フリーカップ

（8×11.2・300cc） 　　528510447

279-502-472　980円
白マット角古紋六兵フリーカップ

（8×11.2・300cc） 　　528510547

陶

279-503-512　800円
伊賀水晶焼酎カップ（小）

（8.7×11.9・300cc） 　　527610851

279-504-202　800円
十草フリーカップ

（8.3×12・300cc） 　　1128860120

279-505-202　800円
藍染フリーカップ

（8.3×12・300cc） 　　1128860220

279-506-152　750円
天目刷毛目フリーカップ

（8×11・290cc） 　　726740615
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フリーカップ（ロック）
Cup without Handle （On the Rocks）

280

日本製日本製

日本製陶

280-101-512　3,150円
窯変ピンクストライプカップ

（9.2×6.5） 　　1228010151

陶

280-102-512　3,150円
窯変ブルーストライプカップ

（9.2×6.5） 　　1228010251

280-103-152　1,200円
赤吹高台カップ

（8.8×7.5・220cc） 　　1128610515

陶 陶

280-104-152　1,700円
トルコ高台ワイン

（9.3×9.4・300cc） 　　628310115

陶

280-105-332　1,700円
飴色ワインカップ

（7.5×8・200cc） 　　1128610333

陶

280-106-332　1,700円
翡翠ワインカップ

（7.5×8・200cc） 　　1128610433

陶

280-201-542　2,000円
粉引青磁丸型ロックカップ

（9.3×9.5・320cc） 　　528030454

陶

280-202-542　2,000円
黒丸型ロックカップ

（9.3×9.5・320cc） 　　528030354

280-203-262　1,700円
シルバーボーダーWコップ

（9.3×7.8・300cc） 　　827820226

280-204-262　1,700円
シルバーボーダーBコップ

（9.3×7.8・300cc） 　　827820126

陶

280-205-332　1,500円
マリアナブルー梅酒カップ

（8×8.2・350cc） 　　1128620533

陶

280-206-332　1,500円
そば釉梅酒カップ

（8×8.2・350cc） 　　1128620633

陶

280-301-542　2,000円
粉引青磁キネ型ロックカップ

（9.5×8.8・320cc） 　　528030254

陶

280-302-542　2,000円
黒キネ型ロックカップ

（9.5×8.8・320cc） 　　528030154

陶

280-303-262　1,250円
切立カップ グレー

（φ9×8.8・340cc） 　　1029120526

陶

280-304-262　1,250円
切立カップ 黒

（φ9×8.8・340cc） 　　1029120626

280-305-162　1,180円
塗分焼酎カップ 麦

（8.3×8.9・320cc） 　　1128730216

280-306-162　1,180円
塗分焼酎カップ 芋

（8.3×8.9・320cc） 　　1128730116

280-401-632　1,100円
山科（黒）マルチカップ

（φ9.2×9・380cc） 　　928950463

280-402-632　1,100円
山科（白）マルチカップ

（9.2×9・380cc） 　　827910663

陶

280-403-572　1,150円
黒粉引十草焼酎カップ

（9.6×8.8・310cc） 　　1029130257

280-404-572　640円
いぶし黒ロックグラス

（9×8.2・280cc） 　　928660257

280-405-572　1,000円
雲流マルチカップ

（10×9・350cc） 　　1129050257

280-406-572　1,000円
茶織部マルチカップ

（10×9・350cc） 　　1129050157

陶

280-501-512　1,100円
黒砂丘十草面取カップ

（9.7×9・350cc） 　　1029250651

陶

280-502-512　1,100円
白椿面取カップ

（9.7×9・350cc） 　　1029240451

陶

280-503-512　1,100円
黒銀彩雲面取カップ

（9.7×9・350cc） 　　528130451

陶

280-504-512　1,100円
美濃萩面取カップ

（9.7×9・350cc） 　　528130351

陶

280-505-152　1,100円
白刷毛目市松カップ

（9.5×8・290cc） 　　528130115

陶

280-506-152　1,100円
紫椿カップ

（9.5×8・290cc） 　　528130215

280-601-162　1,040円
赤柚木焼酎カップ

（9.2×8.5・300cc） 　　1128640316

陶 陶

280-602-572　930円
白ドット焼酎カップ

（9×8.1・220cc） 　　928860557

陶

280-603-572　930円
黒ドット焼酎カップ

（9×8.1・220cc） 　　928860657

陶

280-604-162　920円
焼酎ロック 唐津風

（9×8.5・300cc） 　　726760216

陶

280-605-162　920円
焼酎ロック ブルー

（9×8.5・300cc） 　　726760116

280-606-412　920円
ロックカップ 水玉緑

（9.2×8.5・300cc） 　　928960141

陶

フリーカップ/ビールジョッキ
φ

高さ cm
容量 cc
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281フリーカップ（ロック）
Cup without Handle （On the Rocks）

日本製

日本製日本製

281-101-412　3,500円
織部すだれ タンブラー

（8.8×8.6・250cc） 　　928760141

陶

281-102-262　1,350円
削ぎねんりん焼酎カップ

（10×9・320cc） 　　1228110226

281-103-522　2,350円
茄子紺丸型ロックカップ

（9.2×7・300cc） 　　1029310252

陶

281-104-792　2,100円
粉引ソギフリーカップ

（9×7.2・270cc） 　　827910146

281-105-242　1,600円
ヒスイマルチカップ

（9.2×8.2・250cc） 　　528050624

陶

281-106-512　1,320円
和ラインアメロックカップ

（8.6×8・290cc） 　　726910251

陶

281-201-162　1,200円
ルリ口流青磁タイコ型カップ

（8.2×9.3・280cc） 　　528060416

陶

281-202-522　1,280円
白萩ロックカップ

（8.5×9・240cc） 　　528050152

陶

281-203-522　1,280円
南蛮 ロックカップ

（8.5×9.1・240cc） 　　827820652

陶

281-204-522　1,280円
炭化焼ロックカップ

（8.5×9・240cc） 　　528050252

陶

281-205-522　1,280円
織部 ロックカップ

（8.5×9.1・240cc） 　　627840552

281-206-792　1,100円
黒赤ヌリ分カット絵カップ

（9.2×9.2×9・260cc） 　　828020279

281-301-522　1,100円
備前吹ロックカップ

（8.7×9・200cc） 　　528120652

281-302-472　1,100円
赤黒ヌリ分けカフェカップ

（9.7×8.5・350cc） 　　1029130647

陶

281-303-572　1,150円
白粉引十草焼酎カップ

（9.6×8.8・310cc） 　　1029130357

281-304-782　1,150円
ブルー塗分け コップ大

（φ8.3×8.7・270cc） 　　1128540278

281-305-782　1,150円
ピンク塗分け コップ大

（φ8.3×8.7・270cc） 　　1128540178

陶

281-306-742　1,040円
塗分ロックカップ

（9.8×9・350cc） 　　528110174

281-401-012　1,080円
持ちやすい紺ロックフリーカップ

（9×8.5・270cc） 　　726850501

281-402-262　880円
粉引刷毛フリーカップ

（10×10） 　　1228140226

281-403-262　880円
黒釉刷毛フリーカップ

（10×10） 　　1228140326

陶

281-404-572　860円
白粉引トクサペコ焼酎カップ

（8.4×8・290cc） 　　928930157

陶

281-405-572　860円
黄トクサペコ焼酎カップ

（8.4×8・290cc） 　　928930257

281-406-082　850円
錆粉引しのぎロック

（9.2×8.6・260cc） 　　1029340308

281-501-152　950円
潮 焼酎カップ

（10×10・400cc） 　　528150115

281-502-572　850円
トルコ焼酎カップ

（9.7×9.3） 　　1128660157

281-503-612　920円
粉引ねじり ロック

（9.2×8.6・260cc） 　　928920561

陶

281-504-152　900円
黄刷毛六兵カップ

（8.5×8.5・250cc） 　　528150615

281-505-612　800円
鉄黒ねじり ロック

（9.2×8.6・260cc） 　　928920661

陶

281-506-572　850円
ゴス二本十草焼酎カップ

（9.3×8.8・300cc） 　　528140457

陶

281-601-512　690円
うでい切立ロックグラス

（8.2×8.2・320cc） 　　627950251

281-602-522　600円
天目ソギロックカップ

（φ9.3×8.3・230cc） 　　726860652

陶 陶

281-603-412　620円
白マットネジリロックカップ

（9.3×8.5・250cc） 　　827860541

281-604-162　600円
一本刷毛ロックカップ

（9.4×8.5・300cc） 　　1029160616

281-605-572　620円
一珍ストライプ手折ロックカップ黒

（9.2×8.5・250cc） 　　528160257

281-606-572　620円
一珍ストライプ手折ロックカップ白

（9.2×8.5・250cc） 　　528160157
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フリーカップ（ビール）
Cup without Handle （Beer）

282

日本製 日本製 日本製

282-101-262　3,200円
うすかる桜ピンクロングカップ

（φ7×13.5・380cc） 　　1029610226

282-102-262　3,200円
うすかる桜ヒワロングカップ

（φ7×13.5・380cc） 　　1029610126

陶

282-103-052　1,750円
ビアカップ クラシックピンク

（8.5×13・400cc） 　　929030605

陶

282-104-052　1,750円
ビアカップ ターコイズブルー

（8.5×13・400cc） 　　929030505

陶

282-105-572　920円
白マットドットゴブレット

（9.3×11.5・380cc） 　　1128830457

陶

282-106-572　920円
黒釉ドットゴブレット

（9.3×11.5・380cc） 　　1128830357

陶

282-201-152　2,000円
焼締掛分フリーカップ

（7.8×11.2・270cc） 　　1228220115

陶

282-202-572　1,300円
ビードロウェーブビール

（7.7×10・280cc） 　　528420157

陶

282-203-262　1,200円
緑線フリーカップ

（8×11・300cc） 　　828230626

282-204-412　1,050円
フリーカップ 美膳えくぼ

（7.5×12.5・240cc） 　　929260441

陶

282-205-562　1,000円
黒土 白イッチン ワインカップ

（9×13.2・360cc） 　　1128830256

陶

282-206-562　1,000円
黒土 黒イッチン ワインカップ

（9×13.2・360cc） 　　1128830156

陶

282-301-572　990円
一珍ストライプ波渕ビール黒

（8.8×13.3・390cc） 　　528240757

282-302-572　900円
黒十草波カップ

（9.3×10.5・300cc） 　　1228230257

282-303-612　1,100円
粉引しのぎ カップ

（8.5×12・300cc） 　　929210661

陶

282-304-602　950円
セミマットクリーム そぎビールカップ

（φ8.3×14.2・440cc） 　　1029540160

282-305-162　980円
茶まだらビアタンブラ－

（8.8×12.5・350cc） 　　1228230516

282-306-162　980円
吹きクリ－ムビアタンブラ－

（8.8×12.5・350cc） 　　1228230616

282-401-782　1,100円
南蛮ぼかし ビール

（8.5×13・400cc） 　　929020678

陶

282-402-572　950円
綾織部ビール

（8.5×12.8・360cc） 　　528240257

陶

282-403-572　950円
ピンク ソギ ビール

（8.8×12.8・360cc） 　　828030157

陶

282-404-572　950円
織部 茶帯 ビール

（8.8×12.8・360cc） 　　828030557

陶

282-405-572　950円
錆ウズ ビール

（8.8×12.8・360cc） 　　828030457

陶

282-406-572　950円
雲丸ビール

（8.5×12.8・360cc） 　　528240357

282-501-612　1,100円
粉引ねじり カップ

（8.5×12・300cc） 　　929210561

陶

282-502-572　850円
軽々ビールいぶし天目

（9.7×12.5・410cc） 　　726660557

陶

282-503-572　850円
軽々ビール白結晶

（9.7×12.5・410cc） 　　726660657

陶

282-504-572　730円
タコ唐草ペコビール赤

（7.5×12・260cc） 　　528510657

陶

282-505-572　730円
タコ唐草ペコビール青

（7.5×12・260cc） 　　528510757

陶

282-506-602　590円
セミマットクリーム そぎタンブラー

（φ8.3×10.2・300cc） 　　1029060360

フリーカップ/ビールジョッキ
φ

高さ cm
容量 cc
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283ビールジョッキ
Beer Mug

283-101-512　1,900円
イブシいこみジョッキ

（13.5×10×11・550cc） 　　1128910151

283-102-162　2,090円
だみ茶ビアジョッキ－

（9.3×13.2・500cc） 　　929140616

283-103-162　2,090円
吹一珍ビアジョッキ－

（9.3×13.2・500cc） 　　929140516

283-104-472　1,900円
白釉ジョッキ

（10.5×13.3・580cc） 　　628140647

283-105-472　1,900円
黒備前ジョッキ

（10.5×13.3・580cc） 　　628140547

283-106-162　1,320円
白マット一珍花ビアジョッキ

（9.2×12.5・450cc） 　　528340616

283-201-162　1,320円
黒マット一珍花ビアジョッキ

（9.2×12.5・450cc） 　　528340516

陶

283-202-572　1,200円
軽々柚子一珍花ジョキー ヒワ

（9.8×12・420cc） 　　828140257

陶

283-203-572　1,200円
軽々柚子一珍花ジョキー 赤

（9.8×12・420cc） 　　828140157

陶

283-204-572　1,160円
軽々柚子水玉トクサジョッキー青

（9.8×12・420cc） 　　929150557

陶

283-205-572　1,160円
軽々柚子水玉トクサジョッキー赤

（9.8×12・420cc） 　　929150657

陶

283-206-512　1,100円
うでい波渕ジョッキ

（9×13.2・430cc） 　　1029530151

陶

283-301-512　1,100円
黄信楽波渕ジョッキ

（9×13・430cc） 　　1029530251

陶

283-302-572　1,080円
天正黒角ちぎり波渕ジョッキー

（9×13.5・400cc） 　　528350157

陶

283-303-572　1,080円
粉引角ちぎり波渕ジョッキー

（9×13.5・400cc） 　　528350257

陶

283-304-572　1,060円
白マット水玉トクサジョッキ

（9.5×11.5・380cc） 　　1128930557

陶

283-305-572　1,060円
青釉水玉トクサジョッキ

（9.5×11.5・380cc） 　　1128930657

陶

283-306-572　980円
ナマコジョッキー

（8.7×12.5・380cc） 　　1128940157

陶

283-401-572　980円
鉄赤ジョッキー

（8.7×12.5・380cc） 　　1128940257

陶

283-402-162　1,760円
青磁流ビアカップ

（7.5×12・300cc） 　　528220716

陶

283-403-512　900円
火色波渕ビール

（9×13.2・430cc） 　　528250451

陶

283-404-512　900円
黒ウデイ波渕ビール

（9×13.2・430cc） 　　528250551

陶

283-405-572　850円
黄信楽のっぽビール

（7.3×14.5・320cc） 　　726720457

陶

283-406-572　850円
うでぃのっぽビール

（7.3×14.5・320cc） 　　726720557

陶

283-501-412　900円
南蛮フリーカップ

（8.6×12.3・360cc） 　　827620641

陶

283-502-572　850円
青地刷毛目波渕ビール

（9×13・400cc） 　　726720657

283-503-562　550円
ミュンヘン イッチン ヌリワケ赤マット

（7.8×11・250cc） 　　1128950356

283-504-162　820円
白梨地うずビ－ルカップ

（7.9×11・280cc） 　　1029540216

283-505-162　820円
黒うずビ－ルカップ

（7.9×11・280cc） 　　1029540316

283-506-012　860円
南蛮フリーカップ

（7.7×11・250cc） 　　528530601

283-601-252　600円
ブロンズカップ小

（6.5×9.7・170cc） 　　1129140425

283-602-252　600円
ラスターカップ小

（6.5×9.7・170cc） 　　1129140325

陶

283-603-472　680円
黒備前六ベエフリ－カップ

（6×10.5・150cc） 　　1029750247

陶

283-604-472　680円
六ベエ白フリーカップ

（6×10.3・150cc） 　　628350647

283-605-562　550円
ねじりタンブラー 青磁オフケ

（7.7×10.7・260cc） 　　1129120356

283-606-562　550円
ねじりタンブラー 黄瀬戸オフケ

（7.7×10.7・260cc） 　　1129150256
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フリーカップ
Cup without Handle

284

陶

284-101-252　2,300円
三島くし目水割りカップ

（9.6×9.7・400cc） 　　528010625

284-102-262　2,600円
うすかる桜ヒワフリーカップ

（φ9×9.3・390cc） 　　1029610326

284-103-262　2,600円
うすかる桜ピンクフリーカップ

（φ9×9.3・390cc） 　　1029610426

陶

284-104-742　1,650円
春うららフリーカップ

（7.9×10・260cc） 　　727210174

284-105-262　1,300円
赤絵唐草紋おもしろコップ

（7.8×8.7・240cc） 　　828320126

陶

284-106-262　1,300円
エイジング広台カップ

（φ10×8.5・220cc） 　　1029210626

284-201-792　950円
黒赤ヌリ分カット絵ビールカップ

（7.8×7.8×9.5・230cc） 　　827960179

陶

284-202-512　920円
白椿ミドルカップ

（7.8×9.8・230cc） 　　727320251

陶

284-203-512　920円
黒銀彩雲ミドルカップ

（7.8×9.8・230cc） 　　628340451

陶

284-204-512　920円
紫椿ミドルカップ

（7.8×9.8・230cc） 　　727320151

陶

284-205-512　920円
美濃萩ミドルカップ

（7.8×9.8・230cc） 　　628340551

284-206-262　860円
Hana花フリーカップ

（8×8.6・240cc） 　　828320226

陶

284-301-572　740円
ダミ桜フリーカップ青

（7.7×9.8・220cc） 　　1029720357

陶

284-302-572　740円
ダミ桜フリーカップ赤

（7.7×9.8・220cc） 　　1029720257

陶

284-303-572　740円
ダミ桜フリーカップ紫

（7.7×9.8・220cc） 　　1029720157

284-304-162　520円
伊賀ビアタンブラ－

（7.2×11.5・250cc） 　　929330216

284-305-162　520円
グリ－ンビアタンブラ－

（7.2×11.5・250cc） 　　929330416

284-306-162　520円
黒吹ビアタンブラ－

（7.2×11.5・250cc） 　　929330316

陶

284-401-512　520円
うでい一口ビール

（7.2×10.2・200cc） 　　528550351

陶

284-402-512　520円
黄信楽一口ビール

（7.2×10.2・200cc） 　　528550451

284-403-162　750円
総黒釉薬タンブラ－

（8×10.6・280cc） 　　1228440316

陶

284-404-512　600円
伊賀水晶ねじりロックグラス

（9.7×8.5・350cc） 　　527720451

284-405-162　700円
黒備前風ロックカップ

（9.5×8.3） 　　1228440516

284-406-262　400円
リップルブルーカップL

（8.3×6.8・190cc） 　　1228440626

陶

284-501-202　990円
エメラルドうす型カップ

（8×6.8・180cc） 　　727350420

陶

284-502-202　980円
ピンク伊賀うす型カップ

（8×6.8・180cc） 　　727350320

陶

284-503-202　880円
エメラルド面取カップ

（9.5×9・300cc） 　　1029240320

陶

284-504-512　870円
黒銀彩雲ロックカップ

（9.8×7.5・260cc） 　　1029750451

陶

284-505-512　870円
赤椿ロックカップ

（9.8×7.5・260cc） 　　1029750351

陶

284-506-332　1,650円
泥クシ彫焼酎カップ

（9.5×9・340cc） 　　627820333

フリーカップ/ビールジョッキ
φ

高さ cm
容量 cc
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285フリーカップ
Cup without Handle

285-101-512　650円
桜フリーカップ（小）

（8×10・290cc） 　　1129120451

285-102-512　650円
モミジフリーカップ（小）

（8×10.2・290cc） 　　1129150151

日本製 日本製 日本製 日本製

285-201-562　600円
ノッポビール 粉引宿木ハケ

（7×13・200cc） 　　1029550356

陶

285-202-562　600円
ノッポビール 粉引朱雀

（7×13・200cc） 　　1029550456

陶

285-203-562　600円
ノッポビール 粉引天正黒

（7×13・200cc） 　　1029550256

陶

285-204-562　600円
ノッポビール 粉引朱雀ハケ

（7×13・200cc） 　　1029550556

陶

日本製陶

285-103-822　900円
萩釉 くつろぎカップ

（9.8×7.6・200cc） 　　1029720682

285-104-572　360円
白梨ハケメ陶コップ

（8.2×9.8・230cc） 　　727320357

285-105-512　630円
黒銀彩雲ミニカップ

（7.2×7.8・140cc） 　　735830251

陶

日本製

285-205-562　600円
ノッポビール 粉引新イカルガ

（7×13・200cc） 　　1029550156

陶

285-106-512　660円
グレー渦浜八フリーカップ

（8×9.8・280cc） 　　1129110651

285-206-012　860円
白筆フリーカップ

（7.7×11・250cc） 　　528530501

285-301-012　860円
さざなみ茶フリーカップ

（7.7×11・250cc） 　　528530201

285-302-012　640円
さざなみ茶一口ビール

（6×10・125cc） 　　929340501

285-303-252　700円
渕透明釉流オリーブカップ

（7×8.8・230cc） 　　1228530325

285-304-252　700円
渕透明釉流アメカップ

（7.6×8.8・230cc） 　　1228530425

285-305-162　600円
ビスク一口カップ 深緑

（6.2×9.2・150cc） 　　1228530516

285-306-162　600円
ビスク一口カップ 濃茶

（6.2×9.2・150cc） 　　1228530616

285-401-012　860円
さざなみ白フリーカップ

（7.7×11・250cc） 　　528530101

285-402-012　860円
さざなみ緑フリーカップ

（7.7×11・250cc） 　　528530301

日本製

285-405-562　500円
一口フリーカップ ナマコ

（6.1×10.2・200cc） 　　929360456

陶

285-404-012　640円
さざなみ緑一口ビール

（6×10・125cc） 　　929340601

285-403-012　640円
さざなみ白一口ビール

（6×10・125cc） 　　528550701

285-503-252　450円
新型フリーカップ白色

（7×9.7・200cc） 　　1129160525

日本製

285-406-562　500円
一口フリーカップ 白伊賀

（6.1×10.2・200cc） 　　929360556

陶

285-501-262　600円
青磁フリーカップ

（7.7×8.7・210cc） 　　827960326

285-502-252　500円
新型フリーカップエンカ色

（7×9.7・200cc） 　　1129160425

285-504-572　360円
黒吹陶コップ

（8.2×9.8・230cc） 　　727320457

285-505-562　360円
白波 一口ビール

（6×9.9・120cc） 　　1129140556

285-506-562　250円
Kタンブラー

（6.3×11.7・240cc） 　　929360156
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