
ボンボンカップ 

カラフルで柔らかいスタッキングラバー付きタンブラーは
すべり止めと、スタッキングツールを兼ねた　高機能グラスです

高級ロックグラスがリーズナブルな価格でお楽しみいただけます

すべり止めソフトラバーベースは、ラバーコースター付スナックボウルとしてお使いいただけます

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｶｯﾌﾟ BL     Bon Bon Cup Blue
ショートロック　　300 ml   price    

item code 5B06511-G0102   \420 ( 本体 )

bar  code  8850222-147609    \441 ( 税込 )

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｶｯﾌﾟ GR   Bon Bon Cup Green
ショートロック　　300 ml   price    

item code 5B06511-G0403   \420 ( 本体 )

bar  code  8850222-147593    \441 ( 税込 )

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｶｯﾌﾟ RD     Bon Bon Cup Red
ショートロック　　300 ml   price    

item code 5B06511-G0202   \420 ( 本体 )

bar  code  8850222-147616    \441 ( 税込 )

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｶｯﾌﾟ BR   Bon Bon Cup Brown
ショートロック　　300 ml   price    

item code 5B06511-G0601   \420 ( 本体 )

bar  code  8850222-147630    \441 ( 税込 )

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｶｯﾌﾟ BK    Bon Bon Cup Black
ショートロック　　300 ml   price    

item code 5B06511-G0801   \420 ( 本体 )

bar  code  8850222-147623    \441 ( 税込 )

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｽﾅｯｸ BL  Bon Bon Snack Bowl Blue
ｽﾅｯｸﾎﾞｳﾙ　　              　　　　　    price    

item code 5B18214-G0101              \780 ( 本体 )

bar  code  8850222-153679               \819 ( 税込 )

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｽﾅｯｸ GR  Bon Bon Snack Bowl Green
ｽﾅｯｸﾎﾞｳﾙ　　              　　　　　　　 price    

item code 5B18214-G0401                \780 ( 本体 )

bar  code  8850222-153662                 \819 ( 税込 )

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｽﾅｯｸ RD   Bon Bon Snack Bowl Red
ｽﾅｯｸﾎﾞｳﾙ　　              　　　　　　 price    

item code 5B18214-G0201              \780 ( 本体 )

bar  code  8850222-153648               \819 ( 税込 )

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｽﾅｯｸ BR  Bon Bon Snack Bowl Brown
ｽﾅｯｸﾎﾞｳﾙ　　              　　　　　　　 price    

item code 5B18214-G0601                \780 ( 本体 )

bar  code  8850222-153631                 \819 ( 税込 )

ﾊｳｽ OR       
ショートロック　　350 ml   price    

item code 2B13312-G0018   \400 ( 本体 )

bar  code  8850222-131752    \420 ( 税込 )

ｻﾝﾊﾞ BL       
ショートロック　　350 ml   price    

item code 2B13312-G0015   \400 ( 本体 )

bar  code  8850222-131561    \420 ( 税込 )

ｻﾝﾊﾞ YE       
ショートロック　　350 ml   price    

item code 2B13312-G0016   \400 ( 本体 )

bar  code  8850222-131585    \420 ( 税込 )

ﾉﾍﾞﾙﾑｰﾄﾞBL          Novel Mood Blue
ショートロック　　345 ml   price    

item code 2B17012-G0006   \450 ( 本体 )

bar  code  8850222-153228    \472 ( 税込 )

ﾉﾍﾞﾙﾑｰﾄﾞBL          Novel Mood Blue
ロングハイボール　　410 ml   price    

item code 2B17014-G0006   \550 ( 本体 )

bar  code  8850222-153310    \577 ( 税込 )

ﾉﾍﾞﾙﾑｰﾄﾞOR       Novel Mood Orange
ショートロック　　345 ml   price    

item code 2B17012-G0005   \450 ( 本体 )

bar  code  8850222-153211    \472 ( 税込 )

ﾉﾍﾞﾙﾑｰﾄﾞOR       Novel Mood Orange
ロングハイボール　　410 ml   price    

item code 2B17014-G0005   \550 ( 本体 )

bar  code  8850222-153303    \577 ( 税込 )

ﾉﾍﾞﾙﾑｰﾄﾞRD           Novel Mood Red
ショートロック　　345 ml   price    

item code 2B17012-G0004   \450 ( 本体 )

bar  code  8850222-153204    \472 ( 税込 )

ﾉﾍﾞﾙﾑｰﾄﾞRD           Novel Mood Red
ロングハイボール　　410 ml   price    

item code 2B17014-G0004   \550 ( 本体 )

bar  code  8850222-153297    \577 ( 税込 )

Base Transfer
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