
日本古来より伝統的な銀いぶし仕上げの優美な器。
銀メッキの酸化発色により、しっとりとしたアンティーク感のある碧色を生み出しています。
※自然発色に付、同じ色になりませんのでご了承の程お願い申し上げます。

●新潟県燕商工会議所認定商品。結露の少ない
　W構造ミラー仕上げ（内面24金めっき仕上げ）。

●新潟県燕商工会議所認定商品。結露の少ない
　W構造ミラー仕上げ（内面24金めっき仕上げ）。

●内面は24金めっき仕上げです。

●何年もの教育を経た職人たちの手で造られた品
だけがもつクオリティを堪能して下さい。

新潟県燕市で生産された製品の原産地を認証され
た商品に「メイド・イン・ツバメ」のロゴマークを使用
しています。
日本はもとより世界中で燕製品が愛用されています。
燕の工場がお客様の事を想いながら丹精込めて
製造された商品であること、安心と高品質をお客様
に約束するマークです。

●製品・包装仕様、商品コード、品名、入数、価格は予告なく変更する場合がございます。
●使用の際は付属の取扱説明書をよく読んでから使用してください。
●印刷物のため、製品の色が実際とは異なる場合もあります。
●商品によってはやむを得ない諸事情により、取扱いを中止する場合もありますので、ご了承ください。

〒959-1241  新 潟 県 燕 市 小 高 4 5 4 9 - 6
TEL  0256-63-9545　FAX  0256-66-2252
U  R  L   http://www.smile-king.co.jp
E-mail   tamahashi@smile-king.co.jp

受付時間／月〜金曜
10：00〜12：00・13：00〜17：00

（土日祝日は除く）

●何年もの教育を経た職人たちの手で造られた品
だけがもつクオリティを堪能して下さい。

⑦AO-07
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」チアーズタンブラー
¥6,000（税込¥6,600）
●JANコード／4975192087459 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ80×90ｍｍ ●製品重量／約175g
●箱入サイズ／約125×140×90ｍｍ ●箱込重量／約330g
● 容量／380㎖
● 材質／18-8ステンレス綱（銀メッキ古美仕上げ）

【05A07】 ⑧AO-08
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」

18-8ステンレスW構造アイスペール
¥18,000（税込¥19,800）
●JANコード／4975192087473 ●入数／（12入）
●製品サイズ／約φ142×120ｍｍ ●製品重量／約650g
●箱入サイズ／約190×190×150ｍｍ ●箱込重量／約1,100g
● 容量／1,500㎖
● 材質／18-8ステンレス綱（二重構造・外面銀メッキ古美仕上げ）

【05A07】

⑥TM-051
「金の贅」

18-8ステンレス チアーズタンブラー（内面金めっき）
¥5,000（税込¥5,500）
●JANコード／4975192087398 ●入数／（36入）
●製品サイズ／約φ80×90ｍｍ ●製品重量／約180g
●箱入サイズ／約90×95×85ｍｍ ●箱込重量／約220g
● 容量／380㎖
● 材質／18-8ステンレス綱（内面24金めっき）

【05A07】

⑦TM-053
「金の贅」

18-8ステンレスW構造ハイボールタンブラー
（内面金めっき）
¥8,000（税込¥8,800）
●JANコード／4975192087411 ●入数／（36入）
●製品サイズ／約φ70×138ｍｍ ●製品重量／約280g
●箱入サイズ／約80×150×75ｍｍ ●箱込重量／約340g
● 容量／380㎖
● 材質／18-8ステンレス綱（二重構造・内面金めっき）

【05A07】

⑧TM-055
「金の贅」

18-8ステンレスW構造 アイスペール（内面金めっき）
¥15,000（税込¥16,500）
●JANコード／4975192087466 ●入数／（12入）
●製品サイズ／約φ142×120ｍｍ ●製品重量／約650g
●箱入サイズ／約155×155×130ｍｍ ●箱込重量／約810g
● 容量／1,500㎖
● 材質／18-8ステンレス綱（二重構造・内面金めっき）

【05A07】 ①TM-034
「金の贅」

18-8ステンレスタンブラー小
¥4,000（税込¥4,400）
●JANコード／4975192082492 ●入数／（36入）
●製品サイズ／約φ75×105ｍｍ ●製品重量／約106g
●箱入サイズ／約115×100×80ｍｍ ●箱込重量／約161g
● 容量／300㎖
● 材質／18-8ステンレス（内面24金めっき仕上げ）

【08A08】

③TM-035
「金の贅」

18-8ステンレスタンブラー大
¥5,000（税込¥5,500）
●JANコード／4975192082508 ●入数／（36入）
●製品サイズ／約φ75×135ｍｍ ●製品重量／約153g
●箱入サイズ／約178×95×85ｍｍ ●箱込重量／約225g
● 容量／440㎖
● 材質／18-8ステンレス（内面24金めっき仕上げ）

【08A08】

④TM-032
「金の贅」

18-8ステンレスW構造 タンブラー（内面24金めっき）
¥6,000（税込¥6,600）
●JANコード／4975192082430 ●入数／（36入）
●製品サイズ／約φ73×125ｍｍ ●製品重量／約175g
●箱入サイズ／約130×75×75ｍｍ ●箱込重量／約252g
● 容量／300㎖
● 材質／18-8ステンレス（内面24金めっき仕上げ）

【05A07】

②TM-039
「金の贅」

18-8ステンレスW構造タンブラー（内面24金めっき）
¥4,000（税込¥4,400）
●JANコード／4975192082546 ●入数／（36入）
●製品サイズ／約φ73×83ｍｍ ●製品重量／約150g
●箱入サイズ／約90×90×85ｍｍ ●箱込重量／約200g
● 容量／250㎖
● 材質／18-8ステンレス（内面24金めっき仕上げ）

【08A08】

⑤TM-033
「金の贅」

18-8ステンレスW構造 タンブラー2pc
（内面24金めっき）
¥12,000（税込¥13,200）
●JANコード／4975192082447 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ73×125ｍｍ ●製品重量／約175g
●箱入サイズ／約150×130×75ｍｍ ●箱込重量／約508g
● 容量／300㎖
● 材質／18-8ステンレス（内面24金めっき仕上げ）

【05A07】

⑤AO-05
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」

18-8ステンレスW構造タンブラー
¥10,000（税込¥11,000）
●JANコード／4975192084014 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ75×135ｍｍ ●製品重量／約200g
●箱入サイズ／約185×125×90ｍｍ ●箱込重量／約394g
● 容量／300㎖
● 材質／18-8ステンレス（銀メッキ古美仕上げ）

【05A07】④AO-04
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」

18-8ステンレスW構造タンブラー
¥8,000（税込¥8,800）
●JANコード／4975192084007 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ73×125ｍｍ ●製品重量／約175g
●箱入サイズ／約175×120×80ｍｍ ●箱込重量／約330g
● 容量／300㎖
● 材質／18-8ステンレス（銀メッキ古美仕上げ）

【05A07】

①AO-01
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」 ぐい呑み
¥5,000（税込¥5,500）
●JANコード／4975192083970 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ63×45ｍｍ ●製品重量／約68g
●箱入サイズ／約110×110×70ｍｍ ●箱込重量／約172g
● 容量／100㎖
● 材質／18-8ステンレス（銀メッキ古美仕上げ）

【05A07】

③AO-03
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」

18-8ステンレスタンブラー・大
¥7,000（税込¥7,700）
●JANコード／4975192083994 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ75×135ｍｍ ●製品重量／約153g
●箱入サイズ／約185×125×90ｍｍ ●箱込重量／約316g
● 容量／440㎖
● 材質／18-8ステンレス（銀メッキ古美仕上げ）

【05A07】

お酒や珈琲に。ひとくちサイズのタンブラー。
洗練されたデザイン・大きさは
高級感を感じさせます。
熱伝導に優れており、
飲み物を冷たく美味しく頂けます。

熟練の職人により、ひとつひとつ丹精込めて

磨かれた逸品で特別なひとときを…②AO-02
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」18-8ステンレスタンブラー・小
¥6,000（税込¥6,600）
●JANコード／4975192083987 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ75×105ｍｍ ●製品重量／約103g
●箱入サイズ／約150×125×85ｍｍ ●箱込重量／約250g
● 容量／300㎖
● 材質／18-8ステンレス（銀メッキ古美仕上げ）

【05A07】

⑥AO-06
「”碧”銀古美（ぎんふるみ）」W構造ハイボールタンブラー
¥10,000（税込¥11,000）
●JANコード／4975192087442 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ70×138ｍｍ ●製品重量／約280g
●箱入サイズ／約120×185×80ｍｍ ●箱込重量／約440g
● 容量／380㎖
● 材質／18-8ステンレス綱（二重構造・外面銀メッキ古美仕上げ）

【05A07】



ビアタンブラー ぐい呑みひとくちタンブラー

熱伝導に優れた銅製のタンブラー。飲み物を注ぐとその冷たさが素早く伝わり、冷たさを保持してくれます。
また、内面のめっきはお酒の雑味を除き、まろやかな味わいにしてくれます。
ビールを冷たく、美味しくいただくことができます。

こだわりのテクスチャーを纏ったデザインは、手触りもよく、特別な時間を演出してくれます。
桐箱入りで、特別な贈り物にお勧めの逸品です。

熱伝導に優れた銅製のぐいのみ。
飲み物の冷たさが素早く伝わり、その冷たさを保持してくれます。内面のめっきはお酒の雑味を除き、
まろやかな味わいにしてくれます。冷酒を冷たく、美味しくいただくことができます。

①KG-01
輝 純銅ビアタンブラー
¥8,500（税込¥9,350）
●JANコード／4975192087145 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ77×137ｍｍ ●製品重量／約188g
●箱入サイズ／約185×125×90ｍｍ ●箱込重量／約395g
● 容量／440㎖
● 材質／純銅（内面錫めっき）

【05A07】 ①KG-11
輝 純銅ひとくちタンブラー
¥6,500（税込¥7,150）
●JANコード／4975192087220 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ53×95ｍｍ ●製品重量／約142g
●箱入サイズ／約145×105×65ｍｍ ●箱込重量／約260g
● 容量／150㎖
● 材質／純銅（内面錫めっき）

【05A07】

①KG-21
輝 純銅ぐい呑み
¥5,500（税込¥6,050）
●JANコード／4975192087305 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ55×45ｍｍ ●製品重量／約70g
●箱入サイズ／約105×105×65ｍｍ ●箱込重量／約165g
● 容量／90㎖
● 材質／純銅（内面錫めっき）

【05A07】

④KG-24
輝 純銅ぐい呑み 銀古美
¥6,000（税込¥6,600）
●JANコード／4975192087336 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ55×45ｍｍ ●製品重量／約70g
●箱入サイズ／約105×105×65ｍｍ ●箱込重量／約165g
● 容量／90㎖
● 材質／純銅（銀めっき古美仕上げ）

【05A07】

⑤KG-25
輝 純銅ぐい呑み 2pcセット
¥11,000（税込¥12,100）
●JANコード／4975192087343 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ55×45ｍｍ ●製品重量／約70g
●箱入サイズ／約175×105×65ｍｍ ●箱込重量／約285g
● 容量／90㎖
● 材質／純銅（内面錫めっき）

【05A07】 ⑥KG-26
輝 純銅ぐい呑み 銀古美 2pcセット
¥12,000（税込¥13,200）
●JANコード／4975192087350 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ55×45ｍｍ ●製品重量／約70g
●箱入サイズ／約175×105×65ｍｍ ●箱込重量／約285g
● 容量／90㎖
● 材質／純銅（銀めっき古美仕上げ）

【05A07】 ⑦KG-27
輝 純銅ぐい呑み 金・銀 2pcセット
¥12,500（税込¥13,750）
●JANコード／4975192087367 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ55×45ｍｍ ●製品重量／約70g
●箱入サイズ／約175×105×65ｍｍ ●箱込重量／約285g
● 容量／90㎖
● 材質／純銅（金めっき・銀めっき）

【05A07】

⑧KG-28
輝 純銅ぐい呑み 金・銀・銅 3pcセット
¥18,000（税込¥19,800）
●JANコード／4975192087374 
●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ55×45ｍｍ
●製品重量／約70g
●箱入サイズ／約245×105×65ｍｍ
●箱込重量／約400g  
● 容量／90㎖
● 材質／純銅（金めっき・銀めっき・銅めっき）

【05A07】

②KG-22
輝 純銅ぐい呑み 銀仕上げ
¥6,000（税込¥6,600）
●JANコード／4975192087312 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ55×45ｍｍ ●製品重量／約70g
●箱入サイズ／約105×105×65ｍｍ ●箱込重量／約165g
● 容量／90㎖
● 材質／純銅（銀めっき）

【05A07】 ③KG-23
輝 純銅ぐい呑み 金仕上げ
¥6,500（税込¥7,150）
●JANコード／4975192087329 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ55×45ｍｍ ●製品重量／約70g
●箱入サイズ／約105×105×65ｍｍ ●箱込重量／約165g
● 容量／90㎖
● 材質／純銅（金めっき）

【05A07】②KG-12
輝 純銅ひとくちタンブラー（銀仕上げ）
¥7,500（税込¥8,250）
●JANコード／4975192087237 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ53×95ｍｍ ●製品重量／約142g
●箱入サイズ／約145×105×65ｍｍ ●箱込重量／約260g
● 容量／150㎖
● 材質／純銅（銀めっき）

【05A07】 ③KG-13
輝 純銅ひとくちタンブラー（金仕上げ）
¥8,500（税込¥9,350）
●JANコード／4975192087244 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ53×95ｍｍ ●製品重量／約142g
●箱入サイズ／約145×105×65ｍｍ ●箱込重量／約260g
● 容量／150㎖
● 材質／純銅（金めっき）

【05A07】 ④KG-14
輝 純銅ひとくちタンブラー 銀古美
¥7,500（税込¥8,250）
●JANコード／4975192087251 ●入数／（30入）
●製品サイズ／約φ53×95ｍｍ ●製品重量／約142g
●箱入サイズ／約145×105×65ｍｍ ●箱込重量／約260g
● 容量／150㎖
● 材質／純銅（銀めっき古美仕上げ）

【05A07】

⑤KG-15
輝 純銅ひとくちタンブラー 2pcセット
¥13,000（税込¥14,300）
●JANコード／4975192087268 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ53×95ｍｍ ●製品重量／約142g
●箱入サイズ／約170×145×65ｍｍ ●箱込重量／約460g
● 容量／150㎖
● 材質／純銅（内面錫めっき）

【05A07】 ⑥KG-16
輝 純銅ひとくちタンブラー 銀古美 2pcセット
¥15,000（税込¥16,500）
●JANコード／4975192087275 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ53×95ｍｍ ●製品重量／約142g
●箱入サイズ／約170×145×65ｍｍ ●箱込重量／約460g
● 容量／150㎖
● 材質／純銅（銀めっき古美仕上げ）

【05A07】

⑧KG-18
輝 純銅ひとくちタンブラー 金・銀・銅 3pcセット
¥22,000（税込¥24,200）
●JANコード／4975192087299
●入数／（12入）
●製品サイズ／約φ53×95ｍｍ
●製品重量／約142g
●箱入サイズ／約245×145×65ｍｍ
●箱込重量／約645g
● 容量／150㎖
● 材質／純銅（金めっき・銀めっき・銅めっき）

【05A07】

⑦KG-17
輝 純銅ひとくちタンブラー 金・銀 2pcセット
¥16,000（税込¥17,600）
●JANコード／4975192087282 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ53×95ｍｍ ●製品重量／約142g
●箱入サイズ／約170×145×65ｍｍ ●箱込重量／約460g
● 容量／150㎖
● 材質／純銅（金めっき・銀めっき）

【05A07】

③KG-03
輝 純銅ビアタンブラー（金仕上げ）
¥12,000（税込¥13,200）
●JANコード／4975192087169 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ77×137ｍｍ ●製品重量／約188g
●箱入サイズ／約185×125×90ｍｍ ●箱込重量／約395g
● 容量／440㎖
● 材質／純銅（金めっき）

【05A07】 ④KG-04
輝 純銅ビアタンブラー 銀古美
¥10,000（税込¥11,000）
●JANコード／4975192087176 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ77×137ｍｍ ●製品重量／約188g
●箱入サイズ／約185×125×90ｍｍ ●箱込重量／約395g
● 容量／440㎖
● 材質／純銅（銀めっき古美仕上げ）

【05A07】

⑤KG-05
輝 純銅ビアタンブラー 2pcセット
¥17,000（税込¥18,700）
●JANコード／4975192087183 ●入数／（12入）
●製品サイズ／約φ77×137ｍｍ ●製品重量／約188g
●箱入サイズ／約210×180×90ｍｍ ●箱込重量／約685g
● 容量／440㎖
● 材質／純銅（内面錫めっき）

【05A07】 ⑥KG-06
輝 純銅ビアタンブラー  銀古美 2pcセット
¥20,000（税込¥22,000）
●JANコード／4975192087190  ●入数／（12入）
●製品サイズ／約φ77×137ｍｍ ●製品重量／約188g
●箱入サイズ／約210×180×90ｍｍ ●箱込重量／約685g
● 容量／440㎖
● 材質／純銅（銀めっき古美仕上げ）

【05A07】 ⑦KG-07
輝 純銅ビアタンブラー  金・銀 2pcセット
¥22,000（税込¥24,200）
●JANコード／4975192087206  ●入数／（12入）
●製品サイズ／約φ77×137ｍｍ ●製品重量／約188g
●箱入サイズ／約210×180×90ｍｍ ●箱込重量／約685g
● 容量／440㎖
● 材質／純銅（金めっき・銀めっき）

【05A07】

⑧KG-08
輝 純銅ビアタンブラー  金・銀・銅 3pcセット
¥30,000（税込¥33,000）
●JANコード／4975192087213 
●入数／（8入）
●製品サイズ／約φ77×137ｍｍ 
●製品重量／約188g
●箱入サイズ／約300×180×90ｍｍ 
●箱込重量／約960g
● 容量／440㎖
● 材質／純銅（金めっき・銀めっき・銅めっき）

【05A07】

②KG-02
輝 純銅ビアタンブラー（銀仕上げ）
¥10,000（税込¥11,000）
●JANコード／4975192087152 ●入数／（24入）
●製品サイズ／約φ77×137ｍｍ ●製品重量／約188g
●箱入サイズ／約185×125×90ｍｍ ●箱込重量／約395g
● 容量／440㎖   
● 材質／純銅（銀めっき）

【05A07】
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