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グラスの持ち込みも出来ます。この一覧表以外のグラスにも対応いたします。お気軽にご相談ください。 

 

ワイングラス 
 

  

 

 

 

 

■ ワイングラス（大） 

スタンダードな形のワイングラスです。 

サイズ：Φ70 ㎜×H210 ㎜ 

容 量：330ml 

ご注文の際には『ワイングラス（大）』とご指定ください。 

■ ワイングラス（中） 

コブレットタイプのワイングラスです。 

サイズ：Φ70 ㎜×H175 ㎜ 

容 量：300ml 

ご注文の際には『ワイングラス（中）』とご指定ください。 

■ ワイングラス（小） 

コブレットタイプのワイングラスです。 

サイズ：Φ67×H160 ㎜ 

容 量：225ml 

ご注文の際には『ワイングラス（小）』とご指定ください。 
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ワイングラス 
 

◆参考価格表（材料費+加工費）◆ 

数量 ワイングラス大 ワイングラス中 ワイングラス小 

1 個 2,300 円/個 2,200 円/個 2,100 円/個 

5～10 個 2,100 円/個 2,000 円/個 1,900 円/個 

11～30 個 1,950 円/個 1,800 円/個 1,700 円/個 

31～50 個 1,800 円/個 1,600 円/個 1,550 円/個 

50 個以上 別途見積いたします。 別途見積いたします。 別途見積いたします。 

・加工画像の内容によって価格が変動いたします。 

・この他に画像調整費、版下代がかかります。 

・個別梱包は含みません。 

・通常納期、1 週間～14 日程度（ただし、数量による）。お急ぎの場合は別途ご相談ください。 

・無料見積いたします。お気軽にご相談ください。 

 

◆商品説明◆ 

 通常、40 ㎜×40 ㎜までの範囲内でグラスの大きさなどを考慮して、画像を適正に配置いたします。 

店名やロゴマーク以外にも、個人の名前なども入れることができます。デザイン作成も承っていますのでお気

軽にご相談ください。 

 ここで紹介しているグラス以外にも加工できますのでお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・ご注文・見積依頼はこちらの QR コードからお申込み

いただけます。 

WEB サイトはこちらの QR コードからご確認いただけます。 
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グラスの持ち込みも出来ます。この一覧表以外のグラスにも対応いたします。お気軽にご相談ください。 

 

ビアジョッキ・ビアグラス 
 

  

◆参考価格表（材料費+加工費）◆ 

数量 ビアジョッキ小 ビアジョッキ中 

1 個 2,100 円/個 2,400 円/個 

5～10 個 1,800 円/個 2,100 円/個 

11～30 個 1,600 円/個 1,900 円/個 

31～50 個 1,400 円/個 1,700 円/個 

50 個以上 別途見積いたします。 別途見積いたします。 

・加工画像の内容によって価格が変動いたします。 

・この他に画像調整費、版下代がかかります。 

・個別梱包は含みません。 

・通常納期、1 週間～14 日程度（ただし、数量による）。お急ぎの場合は別途ご相談ください。 

・無料見積いたします。お気軽にご相談ください。 

■ ビアジョッキ（中）・（小） 

生ビールに使われる取っ手のついたスタンダードなビアジ

ョッキ。中ジョッキと小ジョッキがあります。 

サイズ：（中）Φ79×H167 ㎜、（小）Φ70×H141 ㎜ 

容 量：（中）500ml、（小）325ml 

ご注文の際には『ビアジョッキ中』または『ビアジョッキ小』とご指

定ください。 
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ビアジョッキ・ビアグラス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ひとくちビアグラス 

瓶ビールのおともに。小ぶりで上品なビールグラスです。 

サイズ：Φ56 ㎜×H100 ㎜ 

容 量：130ml 

ご注文の際には『ひとくちビアグラス』とご指定ください。 

■ クラフトビアグラス 

ビールの豊かな泡立ちを追求したフォルムのビールグラス

です。 

サイズ：Φ71×H141 ㎜ 

容 量：345ml 

ご注文の際には『クラフトビアグラス』とご指定ください。 

■ ピルスナーグラス 

ビールだけでなく、ジュース用のグラスとしても使える脚

のついたタイプのグラスです。 

サイズ：Φ62×H185 ㎜ 

容 量：360ml 

ご注文の際には『ピルスナーグラス』とご指定ください。 

■ 泡立ちビアーグラス 

ふくらみのある特徴的なフォルムで、泡立ち豊かなグラス

です。 

サイズ：Φ64×H170 ㎜ 

容 量：360ml 

ご注文の際には『泡立ちビアーグラス』とご指定ください。 
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ビアジョッキ・ビアグラス 
 

◆参考価格表（材料費+加工費）◆ 

数量 ひとくちビアグラス クラフトビアグラス 泡立ちビアグラス ピルスナーグラス 

1 個 1,500 円/個 2,300 円/個 2,000 円/個 1,800 円/個 

5～10 個 1,350 円/個 2,000 円/個 1,800 円/個 1,600 円/個 

11～30 個 1,200 円/個 1,800 円/個 1,600 円/個 1,350 円/個 

31～50 個 1,100 円/個 1,600 円/個 1,500 円/個 1,200 円/個 

50 個以上 別途見積いたします。 別途見積いたします。 別途見積いたします。 別途見積いたします。 

・加工画像の内容によって価格が変動いたします。 

・この他に画像調整費、版下代がかかります。 

・個別梱包は含みません。 

・通常納期、1 週間～14 日程度（ただし、数量による）。お急ぎの場合は別途ご相談ください。 

・無料見積いたします。お気軽にご相談ください。 

 

◆商品説明◆ 

 通常、40 ㎜×40 ㎜までの範囲内でグラスの大きさなどを考慮して、画像を適正に配置いたします。 

店名やロゴマーク以外にも、個人の名前なども入れることができます。デザイン作成も承っていますのでお気

軽にご相談ください。 

 ここで紹介しているグラス以外にも加工できますのでお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・ご注文・見積依頼はこちらの QR コードからお申込み

いただけます。 

WEB サイトはこちらの QR コードからご確認いただけます。 



６ 

 

 

グラスの持ち込みも出来ます。この一覧表以外のグラスにも対応いたします。お気軽にご相談ください。 

 

日本酒グラス 
 

  

 

 

 

 

■ 日本酒グラス 

スマートで扱いやすい冷酒グラスです。一合升と組み合わ

せて使用されるのが一般的です。 

サイズ：Φ64 ㎜×H100 ㎜ 

容 量：110ml 

ご注文の際には『日本酒グラス』とご指定ください。 

■ おちょこ 

見た目が涼しげなおちょこです。ガラスの徳利と組み合わ

せがよく似合います。 

サイズ：Φ57 ㎜×H60 ㎜ 

容 量：95ml 

ご注文の際には『おちょこ』とご指定ください。 

■ 盃（さかずき） 

日本酒用盃です。大と小の 2 種類があります。どちらかを

お選びください。 

サイズ：（大）Φ67×H78 ㎜、（小）Φ56×H67 ㎜ 

容 量：（大）125ml、（小）65ml 

ご注文の際には『盃 大』または『盃 小』とご指定ください。 
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日本酒グラス 
 

◆参考価格表（材料費+加工費）◆ 

数量 日本酒グラス おちょこ 盃 大 盃 小 

1 個 1,500 円/個 1,500 円/個 1,700 円/個 1,600 円/個 

5～10 個 1,200 円/個 1,200 円/個 1,500 円/個 1,400 円/個 

11～30 個 1,050 円/個 1,050 円/個 1,350 円/個 1,300 円/個 

31～50 個 980 円/個 980 円/個 1,250 円/個 1,150 円/個 

50 個以上 別途見積いたします。 別途見積いたします。 別途見積いたします。 別途見積いたします。 

・加工画像の内容によって価格が変動いたします。 

・この他に画像調整費、版下代がかかります。 

・個別梱包は含みません。 

・通常納期、1 週間～14 日程度（ただし、数量による）。お急ぎの場合は別途ご相談ください。 

・無料見積いたします。お気軽にご相談ください。 

 

◆商品説明◆ 

 通常、40 ㎜×40 ㎜までの範囲内でグラスの大きさなどを考慮して、画像を適正に配置いたします。 

店名やロゴマーク以外にも、個人の名前なども入れることができます。デザイン作成も承っていますのでお気

軽にご相談ください。 

 ここで紹介しているグラス以外にも加工できますのでお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・ご注文・見積依頼はこちらの QR コードからお申込み

いただけます。 

WEB サイトはこちらの QR コードからご確認いただけます。 
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グラスの持ち込みも出来ます。この一覧表以外のグラスにも対応いたします。お気軽にご相談ください。 

 

シャンパングラス 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ シャンパングラス（レセプション） 

お求めやすい価格のスタンダードなシャンパングラスで

す。 

サイズ：Φ45 ㎜×H221 ㎜ 

容 量：170ml 

ご注文の際には『シャンパングラス（レセプション）』または『レセプ

ション』とご指定ください。 

■ シャンパングラス（パローネ） 

レセプションタイプに比べてガラスの厚みが薄く、繊細で

高級感があります。 

サイズ：Φ44 ㎜×H227 ㎜ 

容 量：170ml 

ご注文の際には『シャンパングラス（パローネ）』または『パローネ』

とご指定ください。 
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シャンパングラス 
 

◆参考価格表（材料費+加工費）◆ 

数量 パローネ レセプション 

1 個 2,800 円/個 2,300 円/個 

5～10 個 2,600 円/個 2,000 円/個 

11～30 個 2,400 円/個 1,850 円/個 

31～50 個 2,200 円/個 1,700 円/個 

50 個以上 別途見積いたします。 別途見積いたします。 

・加工画像の内容によって価格が変動いたします。 

・この他に画像調整費、版下代がかかります。 

・個別梱包は含みません。 

・通常納期、1 週間～14 日程度（ただし、数量による）。お急ぎの場合は別途ご相談ください。 

・無料見積いたします。お気軽にご相談ください。 

 

◆商品説明◆ 

 通常、40 ㎜×40 ㎜までの範囲内でグラスの大きさなどを考慮して、画像を適正に配置いたします。 

店名やロゴマーク以外にも、個人の名前なども入れることができます。デザイン作成も承っていますのでお気

軽にご相談ください。 

 ここで紹介しているグラス以外にも加工できますのでお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・ご注文・見積依頼はこちらの QR コードからお申込み

いただけます。 

WEB サイトはこちらの QR コードからご確認いただけます。 
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グラスの持ち込みも出来ます。この一覧表以外のグラスにも対応いたします。お気軽にご相談ください。 

ロックグラス・タンブラー 
 

  

 

 

 

 

 

■ ロックグラス 

シンプルなストレートシェイプのロックグラスです。 

サイズ：Φ74 ㎜×H88 ㎜ 

容 量：275ml 

ご注文の際には『ロックグラス』とご指定ください。 

■ タンブラーグラス（ゾンビー） 

カクテルドリンクやサワーなどにどうぞ。 

サイズ：Φ62 ㎜×H164 ㎜ 

容 量：360ml 

ご注文の際には『タンブラー（ゾンビー）』または『ゾンビー』とご

指定ください。 

■ タンブラーグラス 

スタンダードな形のタンブラーグラスです。 

サイズ：（大）Φ74×H138 ㎜、（小）Φ56×H100 ㎜ 

容 量：（大）360ml、（小）115ml 

ご注文の際には『タンブラー（大）』または『タンブラー（大）』とご

指定ください。 
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ロックグラス・タンブラー 
 

◆参考価格表（材料費+加工費）◆ 

数量 ロックグラス ゾンビー タンブラー大 タンブラー小 

1 個 1,800 円/個 1,800 円/個 2,100 円/個 1,800 円/個 

5～10 個 1,500 円/個 1,500 円/個 1,800 円/個 1,500 円/個 

11～30 個 1,400 円/個 1,400 円/個 1,600 円/個 1,350 円/個 

31～50 個 1,300 円/個 1,300 円/個 1,400 円/個 1,100 円/個 

50 個以上 別途見積いたします。 別途見積いたします。 別途見積いたします。 別途見積いたします。 

・加工画像の内容によって価格が変動いたします。 

・この他に画像調整費、版下代がかかります。 

・個別梱包は含みません。 

・通常納期、1 週間～14 日程度（ただし、数量による）。お急ぎの場合は別途ご相談ください。 

・無料見積いたします。お気軽にご相談ください。 

 

◆商品説明◆ 

 通常、40 ㎜×40 ㎜までの範囲内でグラスの大きさなどを考慮して、画像を適正に配置いたします。 

店名やロゴマーク以外にも、個人の名前なども入れることができます。デザイン作成も承っていますのでお気

軽にご相談ください。 

 ここで紹介しているグラス以外にも加工できますのでお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・ご注文・見積依頼はこちらの QR コードからお申込み

いただけます。 

WEB サイトはこちらの QR コードからご確認いただけます。 
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ご注文・お問い合わせは 

  ガラス工房ドットコム 

   URL : https://glass-kobo.com 

    Mail : info@glass-kobo.com 

  Tel : 0948-80-6965 

〒820-0202 福岡県嘉麻市山野 2279-2 

 

https://glass-kobo.com/
mailto:info@glass-kobo.com

