


○当カタログの製品イラストは、製品を簡略表現したものであり、
　細部において実物と異なる場合があります。
　また、各種商品写真の色については、できる限り実物に近い感じを再現するよう努めておりますが、
　印刷の特性上、実物とは多少色調が異なりますので、あらかじめご了承ください。
○予告なく仕様・各サイズ等の変更及びお取り扱いを終了する場合がありますので、
　あらかじめご了承ください。
○当カタログの作成には万全を期していますが、万一ご不審な点や誤りなど御座いましたら
　御一報ください。
　また、これに基づき万が一損害が発生した場合には、責任を負いかねます。
○無断転載・複製を禁止します。



え ん ち ゅ う

43.0mm

39.0mm
47.3mm

○　品　名　　　味彩３０円柱ＳＴ

○　容　量　　　OF 31.0ml

○　重　量　　　64.0g

○　高　さ　　　47.3mm

○　胴　径　　　43.0mm（39.0mm）

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　１８０本

（あじさい３０　えんちゅう　えすてぃー）

16.08



し　か　く

16.08

41.0mm

40.5mm

46
.0m

m

○　品　名　　　味彩３０四角ＳＴ

○　容　量　　　OF 32.0ml

○　重　量　　　50.0g

○　高　さ　　　40.5mm

○　胴　径　　　41.0mm（46.0mm）

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　１８０本

（あじさい３０　しかく　えすてぃー）



ろ　っ　か　く

43.28mm

50.0mm

39.0mm

○　品　名　　　味彩３０六角ＳＴ

○　容　量　　　OF 34.0ml

○　重　量　　　64.0g

○　高　さ　　　50.0mm

○　胴　径　　　43.28mm（39.0mm）

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　１８０本

（あじさい３０　ろっかく　えすてぃー）

16.08



は　ち　か　く

16.08

41.95mm

50.0mm

39.6mm

○　品　名　　　味彩３０八角ＳＴ

○　容　量　　　OF 34.0ml

○　重　量　　　64.0g

○　高　さ　　　50.0mm

○　胴　径　　　41.95mm（39.6mm）

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　１８０本

（あじさい３０　はちかく　えすてぃー）



16.08

は　な　じ　ゅ　っ　か　く

41.0mm

48.4mm

○　品　名　　　味彩３０華十角ＳＴ

○　容　量　　　OF 32.0ml

○　重　量　　　50.0g

○　高　さ　　　48.4mm

○　胴　径　　　37.98mm（ビード径　41.0mm）

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　１８０本

（あじさい３０　はなじゅっかく　えすてぃー）



に　じ　ゅ　っ　か　く

（対角）45.22mm

（対辺）44.7mm

51.2mm

○　品　名　　　味彩５０二十角ＳＴ

○　容　量　　　OF 48.0ml

○　重　量　　　64.0g

○　高　さ　　　51.2mm

○　胴　径　　　45.22mm（44.7mm）

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　１８０本

（あじさい５０　にじゅっかく　えすてぃー）

16.08



き　せ　き

65.0mm

68.0mm

○　品　名　　　味彩８０輝石ＳＴ

○　容　量　　　OF 90.0ml

○　重　量　　　125.0g

○　高　さ　　　68.0mm

○　胴　径　　　65.0mm

○　口　部　　　４８ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい８０　きせき　えすてぃー）

16.08



た ま ご

58.5mm

68.0mm

○　品　名　　　味彩８０卵ＳＴ

○　容　量　　　OF 90.0ml

○　重　量　　　125.0g

○　高　さ　　　68.0mm

○　胴　径　　　58.5mm

○　口　部　　　４８ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい８０　たまご　えすてぃー）

16.08



ま　り

16.08

61.5mm

61.5mm

○　品　名　　　味彩８０毬ＳＴ

○　容　量　　　OF 106.9ml

○　重　量　　　105.0g

○　高　さ　　　61.5mm

○　胴　径　　　61.5mm

○　口　部　　　５３ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい８０　まり　えすてぃー）



16.08

48.0mm

89.5mm

○　品　名　　　味彩９０ドルチェＳＴ

○　容　量　　　OF 100.0ml

○　重　量　　　95.0g

○　高　さ　　　89.5mm

○　胴　径　　　48.0mm

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　９６本



き ゅ う め ん

64.0mm

75.0mm

○　品　名　　　味彩１００球面ＳＴ

○　容　量　　　OF 105.0ml

○　重　量　　　135.0g

○　高　さ　　　75.0mm

○　胴　径　　　64.0mm

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１００　きゅうめん　えすてぃー）

16.07



た　め　ん

61.92mm

75.0mm

○　品　名　　　味彩１００多面ＳＴ

○　容　量　　　OF 109.0ml

○　重　量　　　135.0g

○　高　さ　　　75.0mm

○　胴　径　　　61.92mm

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１００　ためん　えすてぃー）

16.07



は　な　じ　ゅ　っ　か　く

62.08mm

73.8mm

○　品　名　　　味彩１００華十角ＳＴ

○　容　量　　　OF 120.0ml

○　重　量　　　126.0g

○　高　さ　　　73.8mm

○　胴　径　　　55.72mm（ビード径62.08mm）

○　口　部　　　６３ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１００　はなじゅっかく　えすてぃー）

16.08



え　ん　す　い

56.4mm

97.4mm

○　品　名　　　味彩１００円錐ＳＴ

○　容　量　　　OF 125.0ml

○　重　量　　　133.0g

○　高　さ　　　97.4mm

○　胴　径　　　56.4mm

○　口　部　　　４８ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１００　えんすい　えすてぃー）

16.08



さ　ん　か　く　す　い

57.0mm

30.1mm 26.9mm

97.4mm

○　品　名　　　味彩１００三角錐ＳＴ

○　容　量　　　OF 125.0ml

○　重　量　　　133.0g

○　高　さ　　　97.4mm

○　胴　径　　　57.0mm

○　口　部　　　４８ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１００　さんかくすい　えすてぃー）

16.08



り ん ち ゅ う

58.0mm

86.4mm

47.0mm

○　品　名　　　味彩１００輪柱ＳＴ

○　容　量　　　OF 99.0ml

○　重　量　　　146.0g

○　高　さ　　　86.4mm

○　胴　径　　　58.0mm（47.0mm）

○　口　部　　　５３ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１００　りんちゅう　えすてぃー）

16.08



り ん ち ゅ う

58.0mm

85.0mm
47.0mm

○　品　名　　　ＡＪＩＳＡＩ１００輪柱ｇｌａｓｓ

○　容　量　　　OF 97.0ml

○　重　量　　　152.0g

○　高　さ　　　85.0mm

○　胴　径　　　58.0mm（47.0mm）

○　口　部　　　glass ポリ蓋

○　入　数　　　８０本

■glass ポリ蓋

（あじさい１００　りんちゅう　ぐらす）

16.08



ご　か　く

55.66mm

91.3mm

26.0mm 29.66mm

○　品　名　　　味彩１２０五角ＳＴ

○　容　量　　　OF 142.0ml

○　重　量　　　135.0g

○　高　さ　　　91.3mm

○　胴　径　　　55.66mm

○　口　部　　　４８ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１２０　ごかく　えすてぃー）

16.08



ろ　く　ほ　う　り　ん

53.6mm

58.1mm

91.3mm

○　品　名　　　味彩１２０六宝輪ＳＴ

○　容　量　　　OF 142.0ml

○　重　量　　　135.0g

○　高　さ　　　91.3mm

○　胴　径　　　58.1mm（53.6mm）

○　口　部　　　４８ツイストキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１２０　ろくほうりん　えすてぃー）

16.08



き ょ く ち ゅ う

55.5mm

144.0mm

○　品　名　　　味彩２００曲柱ＳＴ

○　容　量　　　OF 200.0ml

○　重　量　　　182.0g

○　高　さ　　　144.0mm

○　胴　径　　　55.5mm

○　口　部　　　４８ツイストキャップ

○　入　数　　　４８本

（あじさい２００　きょくちゅう　えすてぃー）

16.08



ろ　っ　か　く

50.63mm

160.0mm

46.8mm

○　品　名　　　味彩２００六角ＳＴ

○　容　量　　　OF 200.0ml

○　重　量　　　195.0g

○　高　さ　　　160.0mm

○　胴　径　　　50.63mm（46.8mm）

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　６０本

（あじさい２００　ろっかく　えすてぃー）

16.08



ろ　く　し　ゃ　か　く

47.6mm

51.29mm

（肩部断面）

51.29mm

160.0mm

○　品　名　　　味彩２００六斜角ＳＴ

○　容　量　　　OF 200.0ml

○　重　量　　　195.0g

○　高　さ　　　160.0mm

○　胴　径　　　47.6mm（51.29mm）

○　口　部　　　４３ツイストキャップ

○　入　数　　　６０本

（あじさい２００　ろくしゃかく　えすてぃー）

16.08



え ん ち ゅ う

43.0mm

50.2mm 39.0mm

○　品　名　　　ＡＪＩＳＡＩ３０円柱ＧＣ

○　容　量　　　OF 33.0ml

○　重　量　　　68.0g

○　高　さ　　　50.2mm

○　胴　径　　　43.0mm（39.0mm）

○　口　部　　　４２mmネジキャップ

○　入　数　　　１８０本

（あじさい３０　えんちゅう　じーしー）

16.07



は　な　じ　ゅ　っ　か　く

42.5mm

51.3mm

○　品　名　　　ＡＪＩＳＡＩ３０華十角ＧＣ

○　容　量　　　OF 34.0ml

○　重　量　　　54.0g

○　高　さ　　　51.3mm

○　胴　径　　　37.98mm（ビード径　42.5mm）

○　口　部　　　４２mmネジキャップ

○　入　数　　　１８０本

（あじさい３０　はなじゅっかく　じーしー）

16.07



に　じ　ゅ　っ　か　く

（対角）45.22mm

（対辺）44.7mm

52.5mm

○　品　名　　　ＡＪＩＳＡＩ５０二十角ＧＣ

○　容　量　　　OF 49.0ml

○　重　量　　　65.0g

○　高　さ　　　52.5mm

○　胴　径　　　45.22mm（44.7mm）

○　口　部　　　４２mmネジキャップ

○　入　数　　　１８０本

（あじさい５０　にじゅっかく　じーしー）

16.07



き ゅ う め ん

64.0mm

77.9mm

○　品　名　　　ＡＪＩＳＡＩ１００球面ＧＣ

○　容　量　　　OF 106.0ml

○　重　量　　　140.0g

○　高　さ　　　77.9mm

○　胴　径　　　64.0mm

○　口　部　　　４２mmネジキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１００　きゅうめん　じーしー）

16.08



た　め　ん

61.92mm

77.9mm

○　品　名　　　ＡＪＩＳＡＩ１００多面ＧＣ

○　容　量　　　OF 111.0ml

○　重　量　　　140.0g

○　高　さ　　　77.9mm

○　胴　径　　　61.92mm

○　口　部　　　４２mmネジキャップ

○　入　数　　　８０本

（あじさい１００　ためん　じーしー）

16.08



シロ
43/48/53/63mm

クロ
43/48/53/63mm

クロ
42mm

コーヒーブラウン
43/48/53/63mm

キン
43/48/53/63mm

フレッシュグリーン
43/48/53/63mm

ワインレッド
43/48/53/63mm

シロ
42mm

キン
42mm

シルバー
43/48/53/63mm

キャップ

ツイストキャップ

ネジキャップ

18.03



○　商品に関するお問い合せ　○

〒570-0008　大阪府守口市八雲北町 3丁目 10 番 29 号

TEL 06(6992)6351     FAX 06(6992)8180

E-mail  osaka@kyodo-glass.co.jp

URL  http://www.kyodo-glass.co.jp/






