
ハイグレードポリカーボネイトシリーズ



MLVは、ハイグレードポリカーボネイトを使用し、
さらに特殊加工技術を施すことで、
クリスタルガラスのような圧倒的な透明度と輝きを実現しました。

レストラン、バーやプールサイドからホテルの客室まで
さまざまなシチュエーションでお使いいただける
全11シリーズのラインナップをご用意。

今までにない、全く新しいグラスシリーズをぜひご利用ください。

クリスタルのような
圧倒的な透明度と輝き

1



シェリー S035（2ヶ入）
〈RJB-09〉6-1415-0101  ￥2,400
φ65（内口径φ52）×H145　130c.c.

シェリー S036（2ヶ入）
〈RJB-10〉6-1415-0201  ￥2,600
φ68（内口径φ56）×H160　165c.c.

レッドワイン S038（2ヶ入）
〈RJB-12〉6-1415-0301  ￥3,400
φ82（内口径φ69）×H189　290c.c.

レッドワイン S039（2ヶ入）
〈RJB-13〉6-1415-0401  ￥4,000
φ88（内口径φ74）×H204　365c.c.

レッドワイン S044（2ヶ入）
〈RJB-14〉6-1415-0501  ￥3,200
φ75（内口径φ63）×H173　250c.c.

レッドワイン S045（2ヶ入）
〈RJB-15〉6-1415-0601  ￥3,600
φ87（内口径φ75）×H199　385c.c.

レッドワイン S175（2ヶ入）
〈RJB-16〉6-1415-0701  ￥3,000
φ84（内口径φ75）×H185　335c.c.

ホワイトワイン S037（2ヶ入）
〈RJB-11〉6-1415-0801  ￥3,000
φ76（内口径φ63）×H175　225c.c.

CONTEMPORARY SERIES
コンテンポラリーシリーズ

スタイリッシュで優雅、
現代的なステムウェアシリーズ。

2※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



VOGUE SERIES
ヴォーグシリーズ

ウォーターゴブレット	
S031（2ヶ入）
〈RJB-17〉6-1415-0901  ￥3,200
φ79（内口径φ70）×H124　290c.c.

ゴブレット	S046（2ヶ入）
〈RJB-21〉6-1415-1301  ￥3,400
φ81（内口径φ72）×H163　345c.c.

	ゴブレット	S047（2ヶ入）
〈RJB-22〉6-1415-1401  ￥3,600
φ81（内口径φ72）×H183　405c.c.

ゴブレット	S040（2ヶ入）
〈RJB-23〉6-1415-1501  ￥3,200
φ70（内口径φ57）×H173　240c.c.

ゴブレット	S041（2ヶ入）
〈RJB-24〉6-1415-1601  ￥3,400
φ71（内口径φ60）×H181　295c.c.

	ゴブレット	S042（2ヶ入）
〈RJB-25〉6-1415-1701  ￥4,400
φ75（内口径φ64）×H189　330c.c.

ゴブレット	S043（2ヶ入）
〈RJB-26〉6-1415-1801  ￥4,400
φ78（内口径φ67）×H199　395c.c.

ゴブレット	S172（2ヶ入）
〈RJB-27〉6-1415-1901  ￥4,700
φ84（内口径φ74）×H209　490c.c.

ウォーターゴブレット	
S032（2ヶ入）
〈RJB-18〉6-1415-1001  ￥3,200
φ79（内口径φ71）×H133　260c.c.

ウォーターゴブレット	
S033（2ヶ入）
〈RJB-19〉6-1415-1101  ￥3,400
φ80（内口径φ74）×H149　265c.c.

ウォーターゴブレット	
S034（2ヶ入）
〈RJB-20〉6-1415-1201  ￥4,200
φ89（内口径φ80）×H178　420c.c.

流行の最先端、
おしゃれで特別なひと時を演出。

3 ※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



VIGOR SERIES
ビガーシリーズ

バイタリティー、活力にあふれたシルエット。
カクテルがより一層引き立ちます。

シャンパンフルート	 	
S049（2ヶ入）
〈RJB-01〉6-1415-2001  ￥3,200
φ70（内口径φ47）×H242　170c.c.

マティーニ	S054（2ヶ入）
〈RJB-05〉6-1415-2401  ￥2,200
φ115（内口径φ111）×H168　290c.c.

マティーニ	S055（2ヶ入）
〈RJB-06〉6-1415-2501  ￥2,800
φ135（内口径φ130）×H173　295c.c.

ハリケーン	S057（2ヶ入）
〈RJB-07〉6-1415-2601  ￥4,200
φ78（内口径φ74）×H203　320c.c.

シャンパンフルート	 	
S165（2ヶ入）
〈RJB-02〉6-1415-2101  ￥2,400
φ69（内口径φ61）×H247　190c.c.

マルガリータ	S052（2ヶ入）
〈RJB-03〉6-1415-2201  ￥2,800
φ117（内口径φ111）×H169　315c.c.

マルガリータ	S053（2ヶ入）
〈RJB-04〉6-1415-2301  ￥3,200
φ133（内口径φ126）×H168　455c.c.

ピニャコラーダ	S051（2ヶ入）
〈RJB-08〉6-1415-2701  ￥3,600
φ89（内口径φ77）×H189　385c.c.

4※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



ロック S029（2ヶ入）
〈RJB-49〉6-1416-0201  ￥2,800
φ80（内口径φ74）×H87　200c.c.

ロック S108（2ヶ入）
〈RJB-51〉6-1416-0401  ￥3,000
φ85（内口径φ80）×H90　270c.c.

ハイボール S109（2ヶ入）
〈RJB-52〉6-1416-0501  ￥3,600
φ90（内口径φ85）×H98　335c.c.

ジブラルタルロック 
S024（2ヶ入）

〈RJB-53〉6-1416-0601  ￥3,000
φ78（内口径φ69）×H86　215c.c.

ジブラルタルハイボール 
S026（2ヶ入）

〈RJB-55〉6-1416-0801  ￥3,200
φ71（内口径φ64）×H151　310c.c.

ジブラルタルハイボール 
S025（2ヶ入）

〈RJB-54〉6-1416-0701  ￥3,400
φ87（内口径φ80）×H97　320c.c.

ジブラルタルトール  
S027（2ヶ入）

〈RJB-56〉6-1416-0901  ￥4,200
φ80（内口径φ72）×H168　450c.c.

ロック S028（2ヶ入）
〈RJB-47〉6-1416-0101  ￥2,400
φ73（内口径φ67）×H79　145c.c.

ハイボール S030（2ヶ入）
〈RJB-50〉6-1416-0301  ￥3,400
φ87（内口径φ81）×H84　252c.c.

DIAMOND SERIES
ダイヤモンドシリーズ

多面カットの輝きは高級感を演出。
ドリンクをより高級に魅せます。

5 ※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



ロック S111（2ヶ入）
〈RJB-45〉6-1416-1001  ￥2,800
φ75（内口径φ64）×H80　185c.c.

ロック S110（2ヶ入）
〈RJB-46〉6-1416-1101  ￥3,400
φ82（内口径φ69）×H87　240c.c.

ロック S066（2ヶ入）
〈RJB-61〉6-1416-1601  ￥3,200
φ86（内口径φ81）×H100　300c.c.

トール S067（2ヶ入）
〈RJB-62〉6-1416-1701  ￥3,600
φ77（内口径φ72）×H148　380c.c.

ロック S154（2ヶ入）
〈RJB-57〉6-1416-1201  ￥2,800
φ77（内口径φ73）×H86　255c.c.

ハイボール S155（2ヶ入）
〈RJB-58〉6-1416-1301  ￥3,400
φ88（内口径φ82）×H97　380c.c.

ウイスキー S062（2ヶ入）
〈RJB-63〉6-1416-1801  ￥2,400
φ85（内口径φ80）×H85　245c.c.

ウイスキー S063（2ヶ入）
〈RJB-64〉6-1416-1901  ￥3,000
φ89（内口径φ83）×H93　300c.c.

トール S156（2ヶ入）
〈RJB-59〉6-1416-1401  ￥3,400
φ72（内口径φ67）×H152　380c.c.

X‐トール S157（2ヶ入）
〈RJB-60〉6-1416-1501  ￥4,000
φ80（内口径φ74）×H169　525c.c.

ロック S206（2ヶ入）
〈RJB-B4〉6-1416-2001  ￥3,800
φ88（内口径φ78）×H90　310c.c.

ロック S207（2ヶ入）
〈RJB-B5〉6-1416-2101  ￥3,400
φ91（内口径φ87）×H90　320c.c.

6※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



SUNSHINE SERIES
サンシャインシリーズ

眩しい太陽光のように光輝き、
持ちやすい丸いシルエット。

ロック S141（2ヶ入）
〈RJB-37〉6-1416-2201  ￥3,400
φ77（内口径φ64）×H99　235c.c.

 ロック S018（2ヶ入）
〈RJB-41〉6-1416-2601  ￥3,600
φ91（内口径φ76）×H85　290c.c.

ハイボール S019（2ヶ入）
〈RJB-42〉6-1416-2701  ￥4,200
φ96（内口径φ82）×H98　390c.c.

トール S020（2ヶ入）
〈RJB-43〉6-1416-2801  ￥4,000
φ79（内口径φ65）×H142　385c.c.

トール S021（2ヶ入）
〈RJB-44〉6-1416-2901  ￥4,400
φ81（内口径φ66）×H148　415c.c.

ロック S088（2ヶ入）
〈RJB-38〉6-1416-2301  ￥4,000
φ88（内口径φ73）×H99　320c.c.

ハイボール S089（2ヶ入）
〈RJB-39〉6-1416-2401  ￥4,200
φ87（内口径φ73）×H116　380c.c.

ロック S017（2ヶ入）
〈RJB-40〉6-1416-2501  ￥3,200
φ86（内口径φ72）×H82　255c.c.

7 ※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



VACATION SERIES
バケーションシリーズ

ハッピーな休暇を楽しんでください。

トール S076（2ヶ入）
〈RJB-68〉6-1416-3301  ￥3,200
φ77（内口径φ73）×H138　410c.c.

トール S077（2ヶ入）
〈RJB-69〉6-1416-3401  ￥3,200
φ64（内口径φ61）×H157　280c.c.

トール S079（2ヶ入）
〈RJB-70〉6-1416-3501  ￥3,600
φ72（内口径φ69）×H184　465c.c.

X‐トール S078（2ヶ入）
〈RJB-71〉6-1416-3601  ￥3,800
φ89（内口径φ86）×H170　665c.c.

ロック S074（2ヶ入）
〈RJB-65〉6-1416-3001  ￥2,800
φ78（内口径φ75）×H83　230c.c.

ロック S169（2ヶ入）
〈RJB-66〉6-1416-3101  ￥3,400
φ87（内口径φ85）×H90　310c.c.

ハイボール S075（2ヶ入）
〈RJB-67〉6-1416-3201  ￥2,800
φ87（内口径φ84）×H97　355c.c.

8※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



HOLIDAY SERIES
ホリデーシリーズ

休みの日にはゆっくり、
落ち着いた使いやすいシルエット。

ロック S001（2ヶ入）
〈RJB-72〉6-1417-0101  ￥2,000
φ65（内口径φ61）×H81　160c.c.

ロック S184（2ヶ入）
〈RJB-73〉6-1417-0201  ￥2,100
φ70（内口径φ65）×H83　200c.c.

ロック S005（2ヶ入）
〈RJB-78〉6-1417-0701  ￥2,800
φ78（内口径φ75）×H84　260c.c.

ロック S006（2ヶ入）
〈RJB-79〉6-1417-0801  ￥3,200
φ80（内口径φ77）×H89　290c.c.

ハイボール S002（2ヶ入）
〈RJB-74〉6-1417-0301  ￥2,800
φ64（内口径φ61）×H117　260c.c.

ハイボール S003（2ヶ入）
〈RJB-75〉6-1417-0401  ￥2,800
φ65（内口径φ62）×H140　325c.c.

トール S004（2ヶ入）
〈RJB-76〉6-1417-0501  ￥3,000
φ65（内口径φ61）×H155　355c.c.

トール S010（2ヶ入）
〈RJB-77〉6-1417-0601  ￥3,400
φ70（内口径φ66）×H169　455c.c.

ロック S011（2ヶ入）
〈RJB-83〉6-1417-1201  ￥2,000
φ72（内口径φ68）×H87　185c.c.

ロック S012（2ヶ入）
〈RJB-84〉6-1417-1301  ￥2,200
φ75（内口径φ72）×H92　220c.c.

ロック S013（2ヶ入）
〈RJB-85〉6-1417-1401  ￥2,400
φ79（内口径φ75）×H96　255c.c.

ハイボール S014（2ヶ入）
〈RJB-86〉6-1417-1501  ￥3,000
φ87（内口径φ83）×H105　335c.c.

ハイボール S015（2ヶ入）
〈RJB-87〉6-1417-1601  ￥3,000
φ80（内口径φ76）×H124　335c.c.

ロック S007（2ヶ入）
〈RJB-80〉6-1417-0901  ￥3,400
φ85（内口径φ81）×H99　370c.c.

ロック S183（2ヶ入）
〈RJB-81〉6-1417-1101  ￥2,400
φ78（内口径φ74）×H92　300c.c.

ハイボール S008（2ヶ入）
〈RJB-82〉6-1417-1001  ￥3,200
φ78（内口径φ74）×H109　345c.c.

9 ※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



トール S016（2ヶ入）
〈RJB-88〉6-1417-1701  ￥3,200
φ80（内口径φ76）×H145　405c.c.

トール S082（2ヶ入）
〈RJB-91〉6-1417-2001  ￥3,600
φ83（内口径φ80）×H160　510c.c.

ロック S080（2ヶ入）
〈RJB-89〉6-1417-1801  ￥2,800
φ82（内口径φ78）×H99　300c.c.

ハイボール S081（2ヶ入）
〈RJB-90〉6-1417-1901  ￥3,200
φ94（内口径φ90）×H103　395c.c.

X‐トール S083（2ヶ入）
〈RJB-92〉6-1417-2101  ￥3,800
φ87（内口径φ84）×H194　655c.c.

トール S196（2ヶ入）
〈RJB-B2〉6-1417-2201  ￥3,000
φ63（内口径φ60）×H154　310c.c.

X‐トール S197（2ヶ入）
〈RJB-B3〉6-1417-2301  ￥3,500
φ70（内口径φ66）×H181　445c.c.

10※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



ANIMATION SERIES
アニメーションシリーズ

その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、
記憶に残るシーンを演出。

�ビール�S068（2ヶ入）
〈RJB-28〉6-1417-2401  ￥2,600
φ84（内口径φ75）×H114　260c.c.

ビール�S069（2ヶ入）
〈RJB-29〉6-1417-2501  ￥3,600
φ95（内口径φ85）×H129　385c.c.

ピルスナー�S084（2ヶ入）
〈RJB-30〉6-1417-2601  ￥2,800
φ75（内口径φ69）×H159　285c.c.

ピルスナー�S087（2ヶ入）
〈RJB-33〉6-1417-2901  ￥4,400
φ98（内口径φ92）×H203　610c.c.

ピルスナー�S163（2ヶ入）
〈RJB-34〉6-1417-3001  ￥3,800
φ80（内口径φ75）×H209　485c.c.

ピルスナー�S164（2ヶ入）
〈RJB-35〉6-1417-3101  ￥4,600
φ83（内口径φ78）×H250　635c.c.

ピルスナー�S048（2ヶ入）
〈RJB-36〉6-1417-3201  ￥3,600
φ82（内口径φ74）×H238　415c.c.

ピルスナー�S085（2ヶ入）
〈RJB-31〉6-1417-2701  ￥3,200
φ86（内口径φ80）×H174　430c.c.

ピルスナー�S086（2ヶ入）
〈RJB-32〉6-1417-2801  ￥4,000
φ90（内口径φ84）×H196　520c.c.

11 ※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



FASHION SERIES
ファッションシリーズ

おしゃれな形で
一味違ったシーンの演出を。

ハイボール�S123（2ヶ入）
〈RJB-97〉6-1418-0501  ￥3,200
φ82（内口径φ78）×H100　365c.c.

ハイボール�S129（2ヶ入）
〈RJB-94〉6-1418-0201  ￥3,800
φ91（内口径φ80）×H109　295c.c.

ロック�S130（2ヶ入）
〈RJB-93〉6-1418-0101  ￥3,600
φ97（内口径φ85）×H90　265c.c.

ロック�S118（2ヶ入）
〈RJB-A0〉6-1418-0801  ￥4,000
φ89（内口径φ77）×H109　305c.c.

トール�S132（2ヶ入）
〈RJB-95〉6-1418-0301  ￥3,000
φ73（内口径φ69）×H156　375c.c.

ロック�S124（2ヶ入）
〈RJB-96〉6-1418-0401  ￥2,800
φ77（内口径φ73）×H82　245c.c.

ロック�S022（2ヶ入）
〈RJB-98〉6-1418-0601  ￥3,000
φ79（内口径φ70）×H92　235c.c.

ハイボール�S023（2ヶ入）
〈RJB-99〉6-1418-0701  ￥3,600
φ87（内口径φ76）×H106　325c.c.

ロック�S116（2ヶ入）
〈RJB-A5〉6-1418-1301  ￥2,600
73×73（内口径68×68）×H90　245c.c.

ロック�S105（2ヶ入）
〈RJB-A7〉6-1418-1501  ￥2,600
φ81（内口径φ76）×H90　285c.c.

ロック�S101（2ヶ入）
〈RJB-A1〉6-1418-0901  ￥2,600
φ74（内口径φ70）×H89　260c.c.

ハイボール�S102（2ヶ入）
〈RJB-A2〉6-1418-1001  ￥3,400
φ86（内口径φ82）×H97　380c.c.

ハイボール�S106（2ヶ入）
〈RJB-A8〉6-1418-1601  ￥3,200
φ88（内口径φ82）×H97　370c.c.

ハイボール�S097（2ヶ入）
〈RJB-A9〉6-1418-1701  ￥2,400
φ78（内口径φ70）×H128　350c.c.

トール�S103（2ヶ入）
〈RJB-A3〉6-1418-1101  ￥2,800
φ63（内口径φ59）×H154　350c.c.

トール�S104（2ヶ入）
〈RJB-A4〉6-1418-1201  ￥3,600
φ75（内口径φ70）×H169　550c.c.

トール�S096（2ヶ入）
〈RJB-B0〉6-1418-1801  ￥2,800
φ84（内口径φ76）×H138　440c.c.

トール�S095（2ヶ入）
〈RJB-B1〉6-1418-1901  ￥3,200
φ85（内口径φ77）×H157　535c.c.

ハイボール�S117（2ヶ入）
〈RJB-A6〉6-1418-1401  ￥3,000
79×79（内口径73×73）×Ｈ98　320c.c.

12※ご注文の際は、入数単位でお願いいたします。



SPRING SERIES
スプリングシリーズ

FLASH SERIES
フラッシュシリーズ

明るい春の日差しを予感させるピッチャー。
底厚が有り安定感が有り安心仕様。

ロックアイス、ボトルを入れれば
瞬く光がお店のコンセプトをより引き立てます。

ピッチャー 1.1ℓ S060
〈RJB-B6〉6-1418-2001  ￥3,900
179×113×H226

アイスバケット 2ℓ S072
〈RJB-C0〉6-1418-2401  ￥4,700
224×159×H160

アイスバケット 5ℓ S073
〈RJB-C1〉6-1418-2501  ￥8,900
299×213×H208

アイスバケット 2.3ℓ S070
〈RJB-C2〉6-1418-2601  ￥4,800
227×166×Ｈ171

アイスバケット 3.7ℓ S071
〈RJB-C3〉6-1418-2701  ￥8,100
260×199×Ｈ242

ピッチャー 2ℓ S061
〈RJB-B7〉6-1418-2101  ￥5,100
210×135×H269

ピッチャー 1.8ℓ S090
〈RJB-B8〉6-1418-2201  ￥6,200
217×148×H268

ピッチャー 1.4ℓ S143
〈RJB-B9〉6-1418-2301  ￥5,000
178×108×H228

13



ハイグレードポリカーボネイトは一般的なプラスチック製品の製造工程とは違い、
特殊研磨を含め多くの工程を経て製造されるため、
透明度・輝き・硬度のあるグラスを実現しています。

POINT
特 長

ハイグレードポリカーボネイトシリーズ

圧倒的な透明度と輝きには理由があります

材　　質 ： ハイグレードポリカーボネイト
耐熱温度 ： −30℃〜110℃

クリスタルのような見た目
特殊技術により、今までにない
圧倒的な透明度と輝きを実現

安心・安全
壊れにくい、割れにくいから
安心・安全

食洗機OK
2000回の食洗機テスト後も
外観はほとんど影響を受けません

耐熱耐冷温度 -30℃～110℃
アイスからホットまで
安心してご使用できます

ハイグレードポリカーボネイト使用
一般のポリカーボネイト材と比べて
硬度が高く、傷がつきにくい

心地よい持ちやすさ
軽さはもちろん、独自のデザイン、設計、表面処理で
心地よい持ちやすさを実現

高いコストパフォーマンス
壊れにくい素材で、ガラスより長く使用できるため、
高いコストパフォーマンスを実現
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●このカタログの記載内容は、2017年5月現在のものです。
　価格は予告なく変更する場合もありますので御了承ください。
　なお、価格には消費税は含まれておりません。

http://www.endoshoji.co.jp


