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○金魚鉢ランプについて
金魚鉢ランプは、カタログには丸い方が下になっていますが
丸い方には穴があいていて吊り下げて使います。

使用商品：金魚鉢ランプ大　外ﾙﾘ+ｵﾚﾝｼﾞ
　　　　　　　ﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ中

上の写真は金魚鉢大にﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ中を使用しておりますが、ﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ大を使用した
場合下の写真のようになります。

使用商品：金魚鉢ランプ大　外ﾙﾘ+ｵﾚﾝｼﾞ
　　　　　　　ﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ大

電球部分が少し見えるくらいになります。お客様のお好みでお選びください。
金魚鉢ランプ小・ﾗﾝﾌﾟｼｪｰﾄﾞ小・樽型ｼｪｰﾄﾞにはﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ小が良いと思います。

使用商品：樽型ｼｪｰﾄﾞ　外IN
　　　　　　　ﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽ小

○ホヤランプ小について
ホヤランプ小にはホヤランプ器具をご使用ください。

使用商品：ホヤランプ小　外金赤+ｽｷ
　　　　　　　ホヤランプ器具

ランプについて
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商品番号：MZEJIN3
ランプベース大

H245mm　
¥3,900

商品番号：MZEJIN2
ランプベース中

H203mm　
¥3,300

商品番号：MZEJIN1
ランプベース小

H175mm　
¥2,700

商品番号：MHR
ホヤランプ器具

H95mm( 電球込 )　W95mm
¥2,000

SOLD OUT

商品番号：MS1001001
K 盃 外金赤 +スキ

H50mm　φ 60mm
¥940

商品番号：MS1001002
K 盃 外インジコ +スキ

H50mm　φ 60mm
¥940

商品番号：MS1001003
K 盃 外 3T グリーン +スキ

H50mm　φ 60mm
¥940

商品番号：MS1001006
K 盃 外 20 紫 +スキ

H50mm　φ 60mm
¥940

商品番号：MS1001008
K 盃 外ルリ +スキ

H50mm　φ 60mm
¥940

商品番号：MS1001123
K 盃 外金赤 +コハク

H50mm　φ 60mm
¥940

SOLD OUT

商品番号：MS1010001
冷酒グラス小 外金赤 +スキ

H60mm　φ 67mm
¥1,100

SOLD OUT
商品番号：MS1010002
冷酒グラス小 外インジコ +スキ

H60mm　φ 67mm
¥1,100
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商品番号：MS1010003
冷酒グラス小 外グリーン +スキ

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010008
冷酒グラス小 外ルリ +スキ

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010104
冷酒グラス小 外スカイブルー +スキ

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010153
冷酒グラス小 外ルリ +コハク

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010154
冷酒グラス小 外ルリ +淡ピンク

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010170
冷酒グラス小 外金紫 +SB

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010103
冷酒グラス小 外 VA

H60mm　φ 67mm
¥1,100

SOLD OUT
商品番号：MS1010124
冷酒グラス小 外金赤 +浅葱

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010159
冷酒グラス小 外ルリ +浅葱

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010172
冷酒グラス小 外金紫 +ネオジウム

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010127
冷酒グラス小 外金赤 +ネオジウム

H60mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1010032
冷酒グラス小 外 T グリーン +ネオジ
ウム
H60mm　φ 67mm
¥1,100
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商品番号：MS1013028
直グイノミ 外 GP

H65mm　φ 64mm
¥1,100

商品番号：MS2201124
YA90 外金赤 +浅葱

H90mm　φ 75mm
¥1,300

SOLD OUT

商品番号：MS2201032
YA90 外 T グリーン +ネオジウム

H90mm　φ 75mm
¥1,300

商品番号：MS2201127
YA90 外金赤 +ネオジウム

H90mm　φ 75mm
¥1,300

商品番号：MS2201172
YA90 外金紫 +ネオジウム

H90mm　φ 75mm
¥1,300

商品番号：MS2211002
麦酒 外インジコ +スキ

H130mm　φ 67mm
¥1,300

商品番号：MS2211003
麦酒 外グリーン +スキ

H130mm　φ 67mm
¥1,300

商品番号：MS2211008
麦酒 外瑠璃 +スキ

H130mm　φ 67mm
¥1,300

商品番号：MS2211150
麦酒 外ルリ +オレンジ

H130mm　φ 67mm
¥1,300

商品番号：MS1020001
K 天開一口ビール 外金赤 +スキ

H100mm　φ 53mm
¥1,100

商品番号：MS1020002
K 天開一口ビール 外インジコ +スキ

H100mm　φ 53mm
¥1,100

商品番号：MS1020003
K 天開一口ビール 外グリーン +スキ

H100mm　φ 53mm
¥1,100
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商品番号：MS1020006
K 天開一口ビール 外 20 紫 +スキ

H100mm　φ 53mm
¥1,100

商品番号：MS1020008
K 天開一口ビール 外ルリ +スキ

H100mm　φ 53mm
¥1,100

商品番号：MS1021072
ローマン一口ビール 外 IN

H115mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS1021102
ローマン一口ビール 外 VB

H115mm　φ 67mm
¥1,100

商品番号：MS2024103
直一口ビール 外 VA

H105mm　φ 56mm
¥1,100

商品番号：MS1050002
箸休め 外インジコ +スキ

H90mm　φ 68mm
¥1,100

商品番号：MS1050124
箸休め 外金赤 +浅葱

H90mm　φ 68mm
¥1,100

商品番号：MS2210002
麦茶 外インジコ +スキ

H90mm　φ 73mm
¥1,300

商品番号：MS2210124
麦茶 外金赤 +浅葱

H105mm　φ 71mm
¥1,300

商品番号：MS2210172
麦茶 外金紫 +ネオジウム

H105mm　φ 71mm
¥1,300

商品番号：MS2210127
麦茶 外金赤 +ネオジウム

H105mm　φ 71mm
¥1,300

商品番号：MS2210032
麦茶 T グリーン +ネオジウム

H105mm　φ 71mm
¥1,300
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商品番号：MS2255103
直タンブラー 外 VA

H105mm　φ 78mm
¥1,300

SOLD OUT
商品番号：MS0255032
タンブラー 外 T グリーン +ネオジウ
ム
H105mm　φ 72mm
¥1,500

商品番号：MS0255127
タンブラー 外金赤 +ネオジウム

H105mm　φ 72mm
¥1,500

商品番号：MS0255172
タンブラー 外金紫 +ネオジウム

H105mm　φ 72mm
¥1,500

商品番号：MS0261032
ロングタンブラー 外 T グリーン +ネ
オジウム
H135mm　φ 78mm
¥2,000

商品番号：MS0261127
ロングタンブラー 外金赤 +ネオジウ
ム
H135mm　φ 78mm
¥2,000

商品番号：MS0261172
ロングタンブラー 外金紫 +ネオジウ
ム
H135mm　φ 78mm
¥2,000

商品番号：MS2270072
NR タンプラー大 外インジコ +ネオジ
ウム
H120mm　φ 85mm
¥1,300

商品番号：MS2220123
カクテルタンブラー 外金赤 +コハク

H135mm　φ 64mm
¥1,300

商品番号：MS2220127
カクテルタンブラー 外金赤 +ネオジ
ウム
H135mm　φ 64mm
¥1,300

商品番号：MS2241154
鼓型タンプラー 外ルリ +淡ピンク

H130mm　φ 76mm
¥1,560

商品番号：MS4660128
NR ピルスナ 外金赤 +オパール

H165mm　
¥2,080
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商品番号：MS2254173
直オールド 内外 3色 VORG

H90mm　φ 79mm
¥1,820

SOLD OUT
商品番号：MS2254102
直オールド 外 VB

H90mm　φ 79mm
¥1,300

商品番号：MS2254124
直オールド 外金赤 +浅葱

H90mm　φ 79mm
¥1,300

SOLD OUT
商品番号：MS0213032
オールド 外 Tグリーン +ネオジウム

H88mm　φ 80mm
¥1,300

SOLD OUT

商品番号：MS0213127
オールド 外金赤 +ネオジウム

H88mm　φ 80mm
¥1,300

SOLD OUT
商品番号：MS0213172
オールド 外金紫 +ネオジウム

H88mm　φ 80mm
¥1,300

商品番号：MS2204072
N オールド大 外インジコ +ネオジウ
ム
H85mm　φ 81mm
¥1,300

商品番号：MS2205103
Nオールド小 外 VA

H75mm　φ 71mm
¥1,100

商品番号：MS2205102
Nオールド小 外 VB

H75mm　φ 71mm
¥1,100

商品番号：MS2230001
KMJ オールド 外金赤 +スキ

H90mm　φ 78mm
¥1,430

商品番号：MS2230127
KMJ オールド 外金赤 +ネオジウム

H90mm　φ 78mm
¥1,430

商品番号：MS2240001
K 大杯 外金赤 +スキ

H90mm　φ 77mm
¥1,300
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商品番号：MS2240002
K 大杯 外インジコ +スキ

H90mm　φ 77mm
¥1,300

SOLD OUT
商品番号：MS2240006
K 大杯 外 20 紫 +スキ

H90mm　φ 77mm
¥1,300

商品番号：MS2240008
K 大杯 外ルリ +スキ

H90mm　φ 77mm
¥1,300

商品番号：MS2240150
K 大杯 外瑠璃 +オレンジ

H90mm　φ 77mm
¥1,300

商品番号：MS2240170
K 大杯 外金紫 +スカイブルー

H90mm　φ 77mm
¥1,300

SOLD OUT
商品番号：MS2240032
K 大杯 外 Tグリーン +ネオジウム

H90mm　φ 77mm
¥1,300

商品番号：MS2240172
K 大杯 外金紫 +ネオジウム

H90mm　φ 77mm
¥1,300

商品番号：MS2240127
K 大杯 外金赤 +ネオジウム

H90mm　φ 77mm
¥1,300

商品番号：MS2240103
K 大杯 外 VA

H90mm　φ 77mm
¥1,300

商品番号：MS2240173
K 大杯 内外 3色 VORG

H90mm　φ 77mm
¥1,820

商品番号：MS2253102
ローマンロック 外 VB

H105mm　φ 103mm
¥1,430

商品番号：MS2253158
ローマンロック 外ルリ +ネオジウム

H105mm　φ 103mm
¥1,430
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商品番号：MS2250102
ローマンタンブラー L 外 VB

H170mm　φ 82mm
¥1,560

商品番号：MS2250154
ローマンタンブラー L 外ルリ + 淡ピ
ンク
H170mm　φ 82mm
¥1,560

商品番号：MS2251102
ローマンタンブラーM 外 VB

H160mm　φ 75mm
¥1,300

商品番号：MS2251154
ローマンタンブラーM 外ルリ +淡ピ
ンク
H160mm　φ 75mm
¥1,300

商品番号：MS2252102
ローマンタンブラー S 外 VB

H120mm　φ 82mm
¥1,200

商品番号：MS2255001
直タンブラー 外金赤 +スキ

H105mm　φ 78mm
¥1,300

商品番号：MS2255002
直タンブラー 外インジコ +スキ

H105mm　φ 78mm
¥1,300

商品番号：MS2255127
直タンブラー 外金赤 +ネオジウム

H105mm　φ 78mm
¥1,300

商品番号：MS3500073
醤油差し 外 IP 栓付

H115mm+ 栓　
¥1,950

商品番号：MS3500102
醤油差し 外 VB 栓付

H115mm+ 栓　
¥1,950

商品番号：MS3500156
醤油差し 外 CA 栓付

H115mm+ 栓　
¥1,950

商品番号：MS3502001
こだわり醤油小 外金赤 +スキ 栓付

H90mm+栓　
¥1,700
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商品番号：MS3502002
こだわり醤油 外インジコ +スキ 栓付

H90mm+栓　
¥1,700

SOLD OUT
商品番号：MS3502005
こだわり醤油 金紫 +スキ 栓付

H90mm+栓　
¥1,700

商品番号：MS3502102
こだわり _油 外 VB 栓付

H90mm+栓　
¥1,700

商品番号：MS4601002
食前酒大 外インジコ +スキ

H130mm　φ 65mm
¥1,890

商品番号：MS4601028
食前酒大 外 GP

H130mm　φ 65mm
¥1,890

商品番号：MS4601029
食前酒大 外濃茶 +ブルー

H130mm　φ 65mm
¥1,890

商品番号：MS4601123
食前酒大 外金赤 +コハク

H130mm　φ 65mm
¥1,890

商品番号：MS4601124
食前酒大 外金赤 +浅葱

H130mm　φ 65mm
¥1,890

SOLD OUT

商品番号：MS4601032
食前酒大 T グリーン +ネオジウム

H130mm　φ 65mm
¥1,890

商品番号：MS4601172
食前酒大 外金紫 +ネオジウム

H130mm　φ 65mm
¥1,890

商品番号：MS4602002
食前酒小 外インジコ +スキ

H95mm　φ 67mm
¥1,800

商品番号：MS4602028
食前酒小 外インジコ +アンバー

H95mm　φ 67mm
¥1,800
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商品番号：MS4602156
食前酒小 外ルリ +アンバー

H95mm　φ 67mm
¥1,800

商品番号：MS4602150
食前酒小 外ルリ +オレンジ

H95mm　φ 67mm
¥1,800

商品番号：MS4602070
食前酒小 外インジコ +アンバー

H95mm　φ 67mm
¥1,800

商品番号：MS4603127
ゴブレット 外金赤 +ネオジウム

H130mm　φ 72mm
¥2,080

商品番号：MS4605001
ID ワイン 外金赤 +スキ

H100mm　φ 66mm
¥1,800

商品番号：MS4605008
ID ワイン 外ルリ +スキ

H100mm　φ 66mm
¥1,800

商品番号：MS4606001
G ワイン大 外金赤 +スキ

H110mm　φ 66mm
¥1,890

商品番号：MS4634001
N8 食前酒 外金赤 +スキ

H115mm　φ 64mm
¥2,600

商品番号：MS4634002
N8 食前酒 外インジコ +スキ

H115mm　φ 64mm
¥2,600

商品番号：MS4634003
N8 食前酒 外 3T グリーン +スキ

H115mm　φ 64mm
¥2,600

商品番号：MS4634006
N8 食前酒 外 20 紫 +スキ

H115mm　φ 64mm
¥2,600

商品番号：MS4634008
N8 食前酒 外ルリ +スキ

H115mm　φ 64mm
¥2,600
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商品番号：MS4681072
K 冷酒デカンタ 外インジコ +ネオジ
ウム
H160mm　
¥2,340

商品番号：MS4681127
K 冷酒デカンタ 外金赤 +ネオジウム

H160mm　
¥2,340

商品番号：MS4683027
TG 冷酒デカンタ 外 GB

H130mm　
¥2,340

商品番号：MS4683102
TG 冷酒デカンタ 外 VB

H130mm　
¥2,340

商品番号：MS5701002
天開豆鉢 外インジコ +スキ

H60mm　φ 85mm
¥1,300

商品番号：MS5701028
天開豆鉢 外 GP

H60mm　φ 85mm
¥1,300

商品番号：MS5701127
天開豆鉢 外金赤 +ネオジウム

H60mm　φ 85mm
¥1,300

商品番号：MS5701156
天開豆鉢 外ルリ +アンバー

H60mm　φ 85mm
¥1,300

商品番号：MS5702127
天開小鉢 外金赤 +ネオジウム

H65mm　φ 110mm
¥1,950

商品番号：MS5702170
天開小鉢 外金紫 +スカイブルー

H65mm　φ 110mm
¥1,950

商品番号：MS5710070
直平小鉢 外 IA

H35mm　φ 80mm
¥1,430

商品番号：MS5710103
直平小鉢 外 VA

H35mm　φ 80mm
¥1,430
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商品番号：MS5710102
直平小鉢 外 VB

H35mm　φ 80mm
¥1,430

商品番号：MS5705003
抹茶碗 外グリーン +スキ

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5705029
抹茶碗 外 AB

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5705073
抹茶碗 外 IP

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5705126
抹茶碗 外 RG

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5705156
抹茶碗 外ルリ +アンバー

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5705101
抹茶碗 外 VP

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5705026
抹茶碗 外グリーン +オパール

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5705024
抹茶碗 外 GN

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5705009
抹茶碗 外被せ黄 +スキ

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5705125
抹茶碗 外 RB

H75mm　φ 110mm
¥2,600

商品番号：MS5711002
直小鉢 外インジコ +スキ

H55mm　φ 100mm
¥1,950



13

商品番号：MS5712002
直豆鉢 外インジコ +スキ

H55mm　φ 80mm
¥1,300

商品番号：MS5731027
片口抹茶碗 外 GB

H75mm　φ 110mm＋片口
¥2,860

商品番号：MS5731024
片口抹茶碗 外 GN

H75mm　φ 110mm＋片口
¥2,860

商品番号：MS5731156
片口抹茶碗 外 CA

H75mm　φ 110mm＋片口
¥2,860

商品番号：MS5731126
片口抹茶碗 外 RG

H75mm　φ 110mm＋片口
¥2,860

商品番号：MS5731154
片口抹茶碗 外 CP

H75mm　φ 110mm＋片口
¥2,860

商品番号：MS5731158
片口抹茶碗 外 CN

H75mm　φ 110mm＋片口
¥2,860

商品番号：MS5774124
ポプリD蓋付き 外金赤 +浅葱

H70mm＋蓋　
¥1,480

商品番号：MS55774156
ポプリD蓋付き 外 CA

H70mm＋蓋　
¥1,480

商品番号：MS5774027
ポプリD蓋付き 外 GB

H70mm＋蓋　
¥1,480

商品番号：MS6800127
金魚鉢ランプ大 外金赤 +ネオジウム

H110mm　φ 110mm
¥3,250

商品番号：MS6800150
金魚鉢ランフ 大゚ 外ルリ +オレンジ

H110mm　φ 110mm
¥3,250
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商品番号：MS6801127
金魚鉢ランプ小 外金赤 +ネオジウム

H85mm　φ 90mm
¥2,340

商品番号：MS6801150
金魚鉢ランプ小 外ルリ +オレンジ

H85mm　φ 90mm
¥2,340

商品番号：MS6801158
金魚鉢ランプ小 外ルリ +ネオジウム

H85mm　φ 90mm
¥2,340

商品番号：MS6803001
ホヤランプ小 外金赤 +スキ

H105mm　φ 69mm
¥2,080

商品番号：MS6803077
ホヤランプ小 外 IP

H105mm　φ 69mm
¥2,080

商品番号：MS6803126
ホヤランプ小 外 RG

H105mm　φ 69mm
¥2,080

商品番号：MS6803029
ホヤランプ小 外 AB

H105mm　φ 69mm
¥2,080

商品番号：MS6803027
ホヤランプ小 外 GB

H105mm　φ 69mm
¥2,080

商品番号：MS6803075
ホヤランプ小 外 IB

H105mm　φ 69mm
¥2,080

商品番号：MS6803028
ホヤランプ小 外 GP

H105mm　φ 69mm
¥2,080

商品番号：MS6803156
ホヤランプ小 外 CA

H105mm　φ 69mm
¥2,080

商品番号：MS6806150
ランプシェード小 外ルリ +オレンジ

H90mm　φ 105mm
¥2,080
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商品番号：MS6830072
樽型キャンドル 外 IN

H80mm　φ 85mm
¥1,560

商品番号：MS6830127
樽型キャンドル 外金赤 +ネオジウム

H80mm　φ 85mm
¥1,560

商品番号：MS6830150
樽型キャンドル 外ルリ +オレンジ

H80mm　φ 85mm
¥1,560

商品番号：MS6832028
樽型キャンドル小 外 GP

H78mm　φ 73mm
¥1,300

商品番号：MS6832127
樽型キャンドル小 外金赤 +ネオジウ
ム
H78mm　φ 73mm
¥1,300

商品番号：MS1011002
吊り型香立て 外インジコ +スキ 棒付
き
H60mm　
¥1,560

商品番号：MS1011003
吊り型香立て 外グリーン +スキ 棒付
き
H60mm　
¥1,560

商品番号：MS1011127
吊り型香立て 外金赤 +ネオジウム 棒
付き
H60mm　
¥1,560

商品番号：MS0702032
蕎麦猪口 外 Tグリーン +ネオジウム

H55mm　φ 86mm
¥1,500

商品番号：MS0702127
蕎麦猪口 外金赤 +ネオジウム

H55mm　φ 86mm
¥1,500

商品番号：MS0702172
蕎麦猪口 外金紫 +ネオジウム

H55mm　φ 86mm
¥1,500

商品番号：MS0214032
手付きタンブラー 外 T グリーン +ネ
オジウム
H120mm　φ 78mm
¥2,500
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商品番号：MS0214127
手付きタンブラー 外金赤 +ネオジウ
ム
H120mm　φ 78mm
¥2,500

商品番号：MS0214172
手付きタンブラー 外金紫 +ネオジウ
ム
H120mm　φ 78mm
¥2,500

商品番号：MS0401032
そば徳利 外 Tグリーン +ネオジウム

H135mm　φ 80mm
¥2,500

商品番号：MS0401127
そば徳利 外金赤 +ネオジウム

H135mm　φ 80mm
¥2,500

商品番号：MS0401172
そば徳利 外金紫 +ネオジウム

H135mm　φ 80mm
¥2,500

商品番号：MS2400072
Y 酒注ぎ H130 外インジコ + ネオジ
ウム
H130mm　φ 76mm
¥1,780

商品番号：MS2400127
Y 酒注ぎH130 外金赤 +ネオジウム

H130mm　φ 76mm
¥1,780

商品番号：MS2400001
Y 酒注ぎH130 外金赤 +スキ

H130mm　φ 76mm
¥1,780

商品番号：MS2401103
酒注ぎ 外 VA

H135mm　φ 80mm＋片口
¥1,750

商品番号：MS2401102
酒注ぎ 外 VB

H135mm　φ 80mm＋片口
¥1,750

商品番号：MS2401153
酒注ぎ 外ルリ +コハク

H135mm　φ 80mm＋片口
¥1,750

商品番号：MS2401170
酒注ぎ 外金紫 +スカイブルー

H135mm　φ 80mm＋片口
¥1,750
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商品番号：MS2401124
酒注ぎ 外金赤 +浅葱

H135m　φ 80mm
¥1,750

商品番号：MS5774170
ポプリ D 蓋付き 外金紫 + スカイブ
ルー
H70mm＋蓋　
¥1,450

商品番号：MS5760172
梨地八寸皿 外金紫 +ネオジウム

　φ 187mm
¥3,750

商品番号：MS5760032
梨地八寸皿外 Tグリーン + ネオジウ
ム
　φ 187mm
¥3,750

商品番号：MS7901128
NR 一輪 外金赤 +オパール

H180mm　
¥1,700

商品番号：MS7903125
丸一輪大 外 RB

H90mm　
¥1,300

商品番号：MS7902015
丸一輪小 黒

H75mm　
¥810

商品番号：MS7902070
丸一輪小 外 VB

H75mm　
¥1,200

商品番号：MS7908001
G 一輪 外金赤 +スキ

H190mm　
¥1,700

商品番号：MS7908027
G 一輪 外 GB

H190mm　
¥1,700

商品番号：MS7908075
G 一輪 外 IB

H190mm　
¥1,700

商品番号：MS7908101
G 一輪 外 VP

H190mm　
¥1,700
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商品番号：MS791003
鶴首花器 外 GW

H245mm　
¥3,000

商品番号：MS7910002
鶴首花器 外インジコ +スキ

H245mm　
¥3,000

商品番号：MS7910028
鶴首花器 外 GP

H245mm　
¥3,000

商品番号：MS7912015
K 一輪小 黒

H160mm　
¥970

商品番号：MC3000300
扇形花器H240 外金赤パウダースキ

H220 ～ 260mm　φ 160 ～ 170mm
¥16,250
宙吹き

商品番号：MC3000301
扇形花器H240 外瑠璃パウダースキ

H220 ～ 260mm　φ 160 ～ 170mm
¥16,250
宙吹き

商品番号：MC3000302
扇形花器H240 外金赤白 _パウダー

H220 ～ 260mm　φ 160 ～ 170mm
¥18,200
宙吹き

商品番号：MC3000303
扇形花器 H240 外瑠璃紫パウダース
キ
H220 ～ 260mm　φ 160 ～ 170mm
¥16,250
宙吹き

商品番号：MC3000304
扇形花器 H240 外瑠璃グリーンパウ
ダースキ
H220 ～ 260mm　φ 160 ～ 170mm
¥16,250
宙吹き

商品番号：MC3000305
扇形花器 H240 上瑠璃下瑠璃紫パウ
ダー
H220 ～ 260mm　φ 160 ～ 170mm
¥18,200
宙吹き

商品番号：MC3000306
扇形花器H240 外瑠璃パウダー内OR
チップ
H220 ～ 260mm　φ 160 ～ 170mm
¥18,200

SOLD OUT
商品番号：MT8950201
台付き灰皿 VAG3 層

H89mm　φ 90mm
¥3,000


