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　松徳硝子は、大正１１年（１９２２年）、電球用ガラスの生産工場として創業しました。その後、

時代の変化により、電球も職人による手吹きから、機械による製造に取って代わり、主要製造品目

をガラス食器へと移行することとなりました。その後も、職人による手仕事にこだわり、数千種類

にも及ぶ手作りガラス食器を製造して参りました。中でも、電球製造で培った薄吹きの製法に磨き

をかけ、「一口ビールグラス」と呼ばれ、江戸硝子として古くから、料亭や割烹で広く愛用され続

けて来た薄吹きグラスのご注文を数多く頂くこととなりました。その後、この「一口ビールグラス」

や、松徳硝子の原点である電球、そして、これまで培って来たガラス食器製造のノウハウを元に、

長期間に渡る更なる品質の向上、イメージの具現化、技術研究開発と数々の失敗を繰り返し、平成

元年、遂に理想とするグラスが完成しました。

松徳硝子の歴史

Established as a manufacturer of light bulbs in 1922, Shotoku Glass were originally renowned for their niche 

technique in mouth-blown glass. As the light bulb industry automated, Shotoku Glass shifted to manufacturing 

glassware, concentrating on the production of mouth-blown glasses of several thousand kinds. Shotoku Glass is most 

known in Japan for their “Edo glass”; a small beer glass that is admired for its handiness and delicate strength, 

earning a high reputation with top restaurants and the hospitality industry. With a long and rich experience in 

mouth-blown glasses, Shotoku Glass has succeeded in creating an ideal series of very thin glassware.

History of Shotoku Glass

　手間を惜しまず、職人の手から手へと渡り、丹精込めて作り上げられたこのグラスを、薄い玻璃（ガ

ラス）という意味合いと、日本独自の文化、ひらがなの持つ繊細かつ柔らかなイメージから、「う

すはり」と命名しました。「うすはり」は、その薄さから、グラスが唇に触れた時の異物感が限り

なく少なく、お酒を繊細に、より美味しく楽しめるグラスとして、お酒に強いこだわりを持つ方、

名店として名高い料亭、割烹、レストラン、バーにおいて、広く愛用されています。また、飲み物

が持つ、本来の色味をありのままに美しく表現するグラスとして、ビールＣＭや広告写真において

も、数多くご採用頂いています。これらのグラスとしての機能のみならず、繊細で可憐なガラスの

特性を引き出す「引き算の造形美」、塗りのお膳に合う「和モダンな意匠」に対し、国内外の美術・

デザイン関係者からも、高い評価を頂いています。

より美味しく、そして美しく。

The new glass series was named “USUHARI” meaning “thin glass” in Japanese. With a characteristic uniform thinness 

of less than 1mm and a fine finish of the rim, the series enhances the taste experience, offering a unique way of 

serving and enjoying drinks for any occasion. These glasses are widely used in advertising and marketing, for drink 

tastings, and in TV commercials, because they express the original colour of beverages in superior clarity. USUHARI 

glassware attracts many industry experts and discerning drinkers, who wish to expand their visual, tactile, and taste 

experience. The series has also been well received and recognized globally by art and design professionals, for its 

sophisticated utility and modern Japanese design.

Even thinner and tastier
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　松徳硝子のグラスは、吹き棹を使い、金型にガラスを吹き込

む、「型吹き」と呼ばれる製法で作られています。ツボの中で

溶けているタネ（ガラス）を吹き棹で巻き取り、形を整えた後、

棹から丁寧に息を吹き込み、グラスの核となる下玉を吹きます。

下玉は、同一の大きさ、均一な厚さに吹く必要があり、技術の

習得には、最低でも三年はかかると言われています。玉取りは、

基本中の基本の工程でありながら、次工程とグラスの仕上がり

に大きく影響する、とても重要な工程です。

製造工程１「玉取り」

Process 1: Gathering a small ball of molten glass
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　吹きの職人が、下玉が付いた棹を再びツボに入れ、規格にあっ

た重量分、タネを巻き取ります。その後、りんと呼ばれる碗状

の鋳型で形を整えた後、棹を上に向け、息を吹き込み、膨らま

せます。この動作をブローと言います。その後、タネの最適な

状態を見極め、金型へ吹き込むことで、金型に沿って薄く綺麗

に膨らみ、グラスの形状に仕上がります。規格通りの重量を正

確に巻き、美しく均一な厚さに吹く為には、長年の経験と類ま

れな造形センスが求められます。吹きは、グラス作りにおける

最高の見せ場です。

製造工程２「吹き」

All Shotoku glasses are made using the method of mould-blowing: blowing air into molten glass, and using metal 

moulds to create products of the same shape. A piece begins when the glass blower extends their blowpipe into the 

glass furnace to gather a layer of molten glass. Once ready, the blowpipe is withdrawn and air is blown through the 

pipe to form the glass into a small ball. It is said that it takes at least 3 years to master this process of rolling the 

blowpipe to gather an appropriate amount of molten glass, and then to control the glass using blowing pressure, as 

each ball is required to be blown to precise size and thickness. This is the most basic process in mouth blowing, yet 

has a great influence on the next process step and the overall quality of the product.

Process 2: Blowing into the shape 
A skilled glassblower then extends the blowpipe, with the molten ball of glass, back into the furnace, rolling it round 

and round to gather the appropriate amount of glass depending on the eventual size of the product to be blown. 

Next, the molten glass is withdrawn and shaped inside a bowl-shaped mould, and then the glassblower lifts the 

blowpipe upwards and blows air through it. Ascertaining the optimum condition of the molten glass, he then blows 

into a metal mould to complete the shaping of the product. To gather an accurate amount of molten glass, to roll it 

equally over the blowpipe, and to blow it beautifully and uniformly, requires long experience and distinctive design 

skill. The final stages of forming the shape are the photogenic highlights of the process, however they require extreme 

patience, tenacity and dexterity.



　吹いたグラスをそのまま置いておくと、常温に向かい急速に

冷えてしまうことで、割れてしまいます。これを防ぐため、吹

いた後のグラスは、直ぐに五百度程の徐冷炉へ入れ、コンベア

でゆっくりと一時間以上かけて運び、常温まで冷却します。そ

の後、全てのグラスを規格にあった仕上がりか否か、一点一点、

選品（商品検査）を行います。選品を通過したグラスは、仕上

げ工程へと進み、選品から除外されたグラスは、粉砕した後に

熔融し、再び原材料として、リサイクルされます。

製造工程３「徐冷・選品」
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　選品を通過したグラスに、ダイヤモンドカッターを使い、グ

ラスの規格にあった高さにガイドを引きます。その後、ガイド

部分に、バーナーで火を当てることで、熱効果により、グラス

の余分な所（吹き棹についていた部分）と本体を分割すること

が出来ます。分割し取り除いた部分は、熔融し原材料としてリ

サイクルします。この様にグラスの加工においては、熱で溶け

る特性から、バーナー等を用いて、加工を行う手法が数多くあ

ります。

製造工程４「火切り」

Process 3: Slow cooling down and inspection
To prevent the mouth-blown glasses from cracking or breaking due to rapid cooling, they are instantly placed into a 

special glass kiln called a lehr that operates at a starting temperature of around 500 degrees Celsius. The glasses move 

slowly through the lehr on a conveyor belt, gradually being cooled down to room temperature. Every piece is subject 

to precise quality control when it leaves the lehr, and the glasses are carefully inspected and assessed against a range 

of specifications and requirements. The glasses then move onto the next stage and taken for finishing, whilst any 

glasses that fail the inspection are crushed and melted down to make new products.

Process 4: Burning off, so called cracking off
Glasses that pass the inspection move on to the process of burning and ‘cracking off.’ A straight line is first etched into 

the glass with a diamond wheel cutter to the required height. The glass is then set on a rotating base, and is exposed 

to the burner flame along the straight line previously etched. Being specifically heated along the line allows the excess 

glass above, where the molten glass was once attached to the blowpipe, to be cracked off by hand from the body. 

(These blowpipe-left overs are also put back into the furnace for recycling.) The thermal properties of glass mean the 

burner flame is frequently used in finishing methods and expert techniques in the hand-production of glassware.



　摺りは、火切りで分割したグラスの断面を平滑にする工程で

す。摺りは二度行い、まずは、研磨機で荒摺りをかけます。次に、

更に滑らかに摺り上げる為、手で仕上げ摺りを行います。金剛

砂（微粒な砂）と水を合わせて練ったものを、回転する鉄板の

中心から垂らすことで、金剛砂が遠心力により薄く外へと広が

り、グラスとの間に入り込み、細かく研磨することが出来ます。

特に、うすはり等は、薄い為に削れやすく、僅かな加減で形状

が大きく変化したり、破損してしまう為、摺りの工程でも、極

めて繊細な感覚と熟練の技が求められます。

製造工程５「摺り」
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　摺りでグラスの口部を平滑に仕上げた後、洗浄し、最終仕上

げを行います。グラスの口部をバーナーで炙り、口部の角を溶

かし、滑らかな口当たりのグラスに仕上げます。特にうすはり

は、薄吹き仕上げの為、ここで、焼き加減を見誤ると、熱によ

り口部が歪んでしまったり、焼きが足りないと、角が残り繊細

な飲み口に欠けたりと、グラスとしての品質を決める非常に重

要な工程です。吹きと比べ、脚光を浴び難い仕上げ工程ですが、

何れも上質なグラスを作る上で、欠かせない重要な工程です。

製造工程６「口焼き」

Process5: Sanding off and polishing
The remaining sharp edge of the glass is then ground down and sanded off, by machine and by hand. After first using 

a mechanical glass sander, a skilled artisan will grind the rim of the piece by hand to create a perfectly smooth edge. 

To do this, emery powder and water are kneaded together and placed onto the centre of a rotating steel plate. With 

centrifugal force, the emery powder and water is uniformly and thinly spread on the plate, allowing consistency and a 

smoother polish to each piece. As delicate glassware can easily be sanded down incorrectly, resulting in loss of shape 

or breakage, a refined sensibility of the fingertips and a solid technique are essential in this process.

Process 6: Reheating of the rim
After the glass edge is sanded down, it is washed ready for the final process. The top edge of the glass is reheated with 

a burner flame until it is semi-molten; this completes the glass with a fine finish against the lips. Especially due to the 

thinness of the glasses, a rim that is reheated too much will cause distortion, while insufficient heating will result in an 

uncomfortable edge of the glass. As such, this process essentially determines the quality of the finished product. 

Whilst these finishing processes may not come into the spotlight compared to blowing, they are essential for 

producing glassware of superior and reliable quality.



　松徳硝子のグラスは、溶融から、玉取り、吹き、選品、火切り、

摺り、洗浄、口焼きまで、一点一点、職人の手から手へと渡り

作られています。　最終検査では、全てのグラスを、規格値内

の仕上がりであるかどうかを検査します。手間を惜しまず、数

多くの職人の手から手へと渡り、ひとつのグラスが作られてい

るからこそ、手作りならではの造形的な美しさと繊細な飲み口

が実現出来るのです。

製造工程７「最終検査・出荷」
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　ガラス工場は、常時 1,300 度から 1,500 度の高温で、窯を炊き続けており、２４時間３６５日、

火を止めることは、ありません。職人の作業が終わる午後５時、窯の前に窯炊きの職人が現れます。

窯炊きとは、ガラスの熔融を夜通し行う専門の職人です。ガラスの熔融作業は、窯の状態、火の回り、

気温、風等、様々な要因が複合的に重なり、その状態は毎日異なります。窯炊きは、非常に難易度

の高い作業であると同時に、翌日のグラスの仕上がりを決めるとても重要な仕事となります。如何

に腕の良い吹き職人でも、最良なタネが無ければ、良質なグラスを吹き上げることは出来ません。

また、熔融中は、ガラスの主成分である珪砂、ソーダ灰、石灰等を高温で炊き続ける為、どうして

も泡や異物が生じてきます。この泡や異物をいかに処理し、微量に留めるか？これは、窯炊きの腕

の見せ所であり、ガラス工場が抱える永遠の課題でもあります。

硝子工場は、眠らない。

Process 7: Final inspection and dispatching
From melting sand to gathering a small ball of molten glass; then blowing, burning off, sanding down and polishing; 

then washing, and finally to the reheating of the rim; each piece passes hand to hand between skilled artisans. The 

manufacture of each piece requires an artisan of each individual process to devote a great deal of time and effort, and 

at final inspection, each glass is carefully checked against exact specifications to meet a range of requirements. The 

processes at our factory are handled by the hand of masters with skill and experience, to produce glassware with 

beautiful simplicity and a sensitive touch against the lips that we are pleased to introduce to our domestic and 

international customers.

Factory that never stops
The furnace operates continuously, 24 hours a day and 365 days a year, always at a temperature of between 1300 to 

1500 degrees Celsius. At 17:00, when artisans finish their work, the craftsman who specialize in glass melting arrive to 

carry out the process of glass melting throughout the night, every night. Many factors - such as the condition of the 

furnace, the heating speed, the air temperature and wind can all influence the operation of the furnace, meaning it 

functions slightly differently each day. Operating and controlling the glass furnace to prepare the right amount of 

glass under the required condition is therefore a difficult as well as a vital task, as it determines the quality of products 

to be manufactured the next day. In addition, the burning of materials such as silica sand, sodium carbonate, and 

calcium at such high temperatures within the metal furnace presents the risk of small air bubbles and foreign material 

appearing in the molten glass. To minimize the appearance of these imperfections is an eternal task for every glass 

factory, and this is another place where the craftsmanship of Shotoku Glass is demonstrated.



品番：2701010

商品内容：タンブラー SS、S、M、L、LL 各 1 個

木箱：W98mm × D98mm × H170mm

希望小売価格：10,000円（税抜）

Usuhari “SAKE-DOUGU”
No.2701010

Usuhari Tumbler - Set of 5 with wooden box

Retail Price in Japan / 10,000 yen (w/o tax)
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タンブラー SS

品番：2721001　φ46mm × H80mm / 容量：約 85cc　希望小売価格：1,200円（税抜）

タンブラー S

品番：2731001　φ54mm × H97mm / 容量：約 150cc　希望小売価格：1,400円（税抜）

タンブラーM

品番：2741001　φ65mm × H115mm / 容量：約 260cc　希望小売価格：1,750円（税抜）

タンブラー L

品番：2761001　φ70mm × H135mm / 容量：約 375cc　希望小売価格：2,000円（税抜）

タンブラー LL

品番：2781001　φ77mm × H150mm / 容量：約 510cc　希望小売価格：2,200円（税抜）

タンブラー SS
用途：冷酒、ウイスキー、リキュール等の食前酒

タンブラー S
用途：冷酒、冷煎茶、一口ビール用

タンブラーM
用途：日常用として多用途に

タンブラー L
用途：ビール、ハイボール、カクテル等

タンブラー LL
用途：7:3 の黄金比で350ml の缶ビールが注げます

Usuhari “Tumbler SS”No.2721001 / Retail Price in Japan / 1,200 yen (w/o tax)

Usuhari “Tumbler S” No.2731001 / Retail Price in Japan / 1,400 yen (w/o tax)

Usuhari “Tumbler M” No.2741001 / Retail Price in Japan / 1,750 yen (w/o tax)

Usuhari “Tumbler L” No.2761001 / Retail Price in Japan / 2,000 yen (w/o tax)

Usuhari “Tumbler LL”No.2781001 / Retail Price in Japan / 2,200 yen (w/o tax)

うすはり　酒道具

うすはり　タンブラー



うすはり　舞グラス

品番：2881010

商品内容：オールド S、M、L 各 1 個

木箱：W107mm × D107mm × H120mm

希望小売価格：7,000円（税抜）

Usuhari “MAI GLASS”
No.2881010 / Usuhari Old Fashioned Glass - Set of 3 with wooden box

Retail Price in Japan / 7,000 yen (w/o tax)
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うすはり　オールド

オールド S

品番：2831001　φ65mm × H75mm / 容量：約 180cc

用途：冷酒、梅酒等の果実酒、食前酒等　希望小売価格：1,500円（税抜）

オールドM

品番：2851001　φ77mm × H90mm / 容量：約 300cc

用途：オンザロック、日常用として多用途に　希望小売価格：1,750円（税抜）

オールド L

品番：2871001　φ87mm × H100mm / 容量：約 400cc

用途：オンザロック、日常用として多用途に　希望小売価格：2,200円（税抜）

Usuhari “Old Fashioned Glass S” No.2831001 / Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax)

Usuhari “Old Fashioned Glass M”No.2851001 / Retail Price in Japan / 1,750 yen (w/o tax)

Usuhari “Old Fashioned Glass L” No.2871001 / Retail Price in Japan / 2,200 yen (w/o tax)
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うすはり　SHIWA オールド

SHIWA オールド S

型番：2631002　φ65mm × H75mm / 容量：約 150cc

用途：冷酒、梅酒等の果実酒、食前酒等　希望小売価格：1,900円（税抜）

SHIWA オールドM

型番：2651002　φ77mm × H90mm / 容量：約 270cc

用途：オンザロック、日常用として多用途に　希望小売価格：2,200円（税抜）

SHIWA オールド L

型番：2671002　φ87mm × H100mm / 容量：約 380cc

用途：オンザロック、日常用として多用途に　希望小売価格：2,600円（税抜）

Usuhari “SHIWA Crinkled Old S” No.2631002 / Retail Price in Japan / 1,900 yen (w/o tax)

Usuhari “SHIWA Crinkled Old M”No.2651002 / Retail Price in Japan / 2,200 yen (w/o tax)

Usuhari “SHIWA Crinkled Old L” No.2671002 / Retail Price in Japan / 2,600 yen (w/o tax)

Kindly note that due to the production method, variances in shape and size will apparently appear in SHIWA series.

No.2531002 / Retail Price in Japan / 1,800 yen (w/o tax)

No.2541002 / Retail Price in Japan / 2,100 yen (w/o tax)

No.2561002 / Retail Price in Japan / 2,400 yen (w/o tax)

うすはり　SHIWA タンブラー

SHIWA タンブラー S

型番：2531002　φ54mm × H97mm / 容量：約 140cc

用途：冷酒、冷煎茶、一口ビール用　希望小売価格：1,800円（税抜）

SHIWA タンブラーM

型番：2541002　φ65mm × H115mm / 容量：約 240cc 

用途：日常用として多用途に　希望小売価格：2,100円（税抜）

SHIWA タンブラー L

型番：2561002　φ70mm × H135mm / 容量：約 330cc

用途：ビール、ハイボール、カクテル等　希望小売価格：2,400円（税抜）

SHIWA タンブラー LL

型番：2581002　φ77mm × H150mm / 容量：約 460cc

用途：ビール、ハイボール、カクテル等　希望小売価格：2,600円（税抜）

Usuhari “SHIWA Crinkled Tumbler S”
Usuhari “SHIWA Crinkled Tumbler M”
Usuhari “SHIWA Crinkled Tumbler L”

No.2581002 / Retail Price in Japan / 2,600 yen (w/o tax)Usuhari “SHIWA Crinkled Tumbler LL”
※SHIWA シリーズは、製法上、形状及び、容量に大きく個体差が生じます。ご了承ください。



うすはり　ビールグラス（ピルスナー）

品番：2941001　φ67mm × H170mm / 容量：約 355cc

用途：ビール　希望小売価格：2,500円（税抜）

Usuhari “BEER GLASS - Pilsner”
No.2941001 / Retail Price in Japan / 2,500 yen (w/o tax)
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うすはり　タンブラー L＆柿ピー小鉢セット

品番：2911092　商品内容：タンブラー L、柿ピー小鉢 各 1 個

柿ピー小鉢：φ78mm × H40mm　木箱サイズ：W213mm × D100mm × H97mm

希望小売価格：4,000円（税抜）

Usuhari “Tumbler L & KAKI-P Small Bowl”
No.2911092 / Usuhari Tumbler - Set of Tumbler L & KAKI-P Small Bowl with wooden box

Retail Price in Japan / 4,000 yen (w/o tax)

※製品画像はイメージ画像となっており、「亀田の柿の種」及びお膳などは、本品に含まれておりません。
※亀田の柿の種は、亀田製菓株式会社の登録商標です。



うすはり　酒注ぎ

品番：2891001

φ40mm × H190mm / 満水容量：約 280cc

希望小売価格：2,600円（税抜）

Usuhari “SAKE-Sosogi”
No.2891001 / Usuhari Sake Decanter

Retail Price in Japan / 2,600 yen (w/o tax)
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うすはり　酒器揃

品番：2891020　商品内容：タンブラー SS 2 個、酒注ぎ 1 個

木箱：W210mm × D143mm × H85mm

希望小売価格：6,000円（税抜）

Usuhari “SHUKI-ZOROE”
No.2891020 / Usuhari Sake Set - Decanter and 2 Glasses with wooden box

Retail Price in Japan / 6,000 yen (w/o tax)

うすはり　大吟醸（単品）

品番：3021001

φ54mm × H90mm / 容量：約 250cc

希望小売価格：2,300円（税抜）

Usuhari “DAIGINJO”
No.3021001

Retail Price in Japan / 2,300 yen (w/o tax)

うすはり　大吟醸 木箱入

品番：3021010　φ54mm × H90mm / 容量：約 250cc

木箱：W93mm × D93mm × H110mm

希望小売価格：3,000円（税抜）

Usuhari “DAIGINJO with wooden box”
No.3021010 / Retail Price in Japan / 3,000 yen (w/o tax)



うすはり　ボルドー（単品）

品番：2911001

φ57mm × H95mm / 満水容量：約 330cc

希望小売価格：2,000円（税抜）

Usuhari “Bordeaux”
No.2911001 / Usuhari Wine Glass - Bordeaux

Retail Price in Japan / 2,000 yen (w/o tax)
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うすはり　葡萄酒器 ボルドー

品番：2911010　商品内容：ボルドー 2 個

木箱：W118mm × D200mm × H100mm

希望小売価格：5,000円（税抜）

Usuhari “BUDOU SHUKI Bordeaux”
No.2911010 / Usuhari Bordeaux Set of 2 Glasses with wooden box

Retail Price in Japan / 5,000 yen (w/o tax)

うすはり　ブルゴーニュ（単品）

品番：2921001

φ66mm × H90mm / 容量：約 350cc

希望小売価格：2,000円（税抜）

Usuhari “Bourgogne”
No.2921001 / Usuhari Wine Glass - Bourgogne

Retail Price in Japan / 2,000 yen (w/o tax)

うすはり　葡萄酒器 ブルゴーニュ

品番：2921010　商品内容：ブルゴーニュ 2 個

木箱：W118mm × D200mm × H100mm

希望小売価格：5,000円（税抜）

Usuhari “BUDOU SHUKI Bourgogne”
No.2921010 / Usuhari Bourgogne Set of 2 Glasses with wooden box

Retail Price in Japan / 5,000 yen (w/o tax)
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うすはり　ワイン

ワイン S

品番：2901051　φ60mm × H70mm / 容量：約 120cc

用途：冷酒、リキュール・食前酒等　希望小売価格：2,500円（税抜）

ワインM

品番：2901052　φ70mm × H80mm / 容量：約 200cc

用途：ワイン、日常用として多用途に　希望小売価格：2,700円（税抜）

ワイン L

品番：2901053　φ78mm × H91mm / 容量：約 280cc

用途：ワイン、日常用として多用途に　希望小売価格：3,000円（税抜）

Usuhari “Wine Glass S” No.2901051 / Retail Price in Japan / 2,500 yen (w/o tax)

Usuhari “Wine Glass M”No.2901052 / Retail Price in Japan / 2,700 yen (w/o tax)

Usuhari “Wine Glass L” No.2901053 / Retail Price in Japan / 3,000 yen (w/o tax)

生産・受注停止中

Out of production

Out of production

Out of production



うすはり　タンブラーM 木箱 2P
品番：2741020

商品内容：タンブラーM 2 個

木箱：W135mm × D160mm × H85mm

希望小売価格：4,500円（税抜）

Usuhari “Tumbler M 2P w/ box”
No.2741020

Usuhari Tumbler M - Set of 2 with wooden box

Retail Price in Japan / 4,500 yen (w/o tax)
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うすはり　タンブラー L 木箱 2P
品番：2761020

商品内容：タンブラー L 2 個

木箱：W155mm × D175mm × H90mm

希望小売価格：5,000円（税抜）

Usuhari “Tumbler L 2P w/ box”
No.2761020

Usuhari Tumbler L - Set of 2 with wooden box

Retail Price in Japan / 5,000 yen (w/o tax)

うすはり　オールドM 木箱 2P
品番：2851020

商品内容：オールドM 2 個

木箱：W110mm × D185mm × H98mm

希望小売価格：4,500円（税抜）

Usuhari “Old M 2P w/ box”
No.2851020

Usuhari Old Fashioned Glass M - Set of 2 w/ wooden box

Retail Price in Japan / 4,500 yen (w/o tax)

うすはり　オールド L 木箱 2P
品番：2871020

商品内容：オールド L 2 個

木箱：W120mm × D200mm × H105mm

希望小売価格：5,400円（税抜）

Usuhari “Old L 2P w/ box”
No.2871020

Usuhari Old Fashioned Glass L - Set of 2 w/ wooden box

Retail Price in Japan / 5,400 yen (w/o tax)

うすはり　葡萄酒器 ボルドー紅白
品番：2911210

商品内容：ボルドー、ボルドー NP 各 1 個

木箱：W118mm × D200mm × H100mm

希望小売価格：6,000円（税抜）

Usuhari “BUDOU SHUKI Bordeaux R&W”
No.2911210

Usuhari Bordeaux White&Red - Set of 2 w/ wooden box

Retail Price in Japan / 6,000 yen (w/o tax)

うすはり　葡萄酒器 ブルゴーニュ紅白
品番：2921210

商品内容：ブルゴーニュ、ブルゴーニュ NP 各 1 個

木箱：W118mm × D200mm × H100mm

希望小売価格：6,000円（税抜）

Usuhari “BUDOU SHUKI Bourgogne R&W”
No.2921210

Usuhari Bourgogne White&Red - Set of 2 w/ wooden box

Retail Price in Japan / 6,000 yen (w/o tax)

うすはり　鼓 TSUDUMI
品番：2941020

商品内容：ビールグラス（ピルスナー）2 個

木箱：W190mm × D165mm × H90mm

希望小売価格：6,000円（税抜）

Usuhari “TSUDUMI”
No.2941020

Usuhari Beer Glass - Set of 2 with wooden box

Retail Price in Japan / 6,000 yen (w/o tax)

うすはり　大吟醸 木箱 2P
品番：3021020

商品内容：大吟醸 2 個

木箱：W110mm × D185mm × H98mm

希望小売価格：5,600円（税抜）

Usuhari “DAIGINJO 2P w/box”
No.3021020

Usuhari DAIGINJO - Set of 2 with wooden box

Retail Price in Japan / 5,600 yen (w/o tax)

生産・受注停止中 生産・受注停止中

Out of production Out of production
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KATACHI. Q-01：格子
品番：6401001

φ66mm × H75mm / 容量：約 260cc

紙箱：W95mm × D95mm × H103mm

希望小売価格：1,500円（税抜）　※紙箱入

KATACHI. Q-01：Cross
No.6401001  with Paper box

Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax) 

KATACHI. Q-02：千本
品番：6401002

φ66mm × H75mm / 容量：約 260cc

紙箱：W95mm × D95mm × H103mm

希望小売価格：1,500円（税抜）　※紙箱入

KATACHI. Q-02：Stripe
No.6401002  with Paper box

Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax) 

KATACHI. Q-03：斜紋
品番：6401003

φ66mm × H75mm / 容量：約 260cc

紙箱：W95mm × D95mm × H103mm

希望小売価格：1,500円（税抜）　※紙箱入

KATACHI. Q-03：Spiral
No.6401003  with Paper box

Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax) 
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KATACHI. V-01：格子
品番：6411001

φ83mm × H90mm / 容量：約 265cc

紙箱：W95mm × D95mm × H103mm

希望小売価格：1,500円（税抜）　※紙箱入

KATACHI. V-01：Cross
No.6411001  with Paper box

Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax) 

KATACHI. V-02：千本
品番：6411002

φ83mm × H90mm / 容量：約 265cc

紙箱：W95mm × D95mm × H103mm

希望小売価格：1,500円（税抜）　※紙箱入

KATACHI. V-02：Stripe
No.6411002  with Paper box

Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax) 

KATACHI. V-03：斜紋
品番：6411003

φ83mm × H90mm / 容量：約 265cc

紙箱：W95mm × D95mm × H103mm

希望小売価格：1,500円（税抜）　※紙箱入

KATACHI. V-03：Spiral
No.6411003  with Paper box

Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax) 
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KATACHI. Y-01：格子
品番：6421001

φ84mm × H90mm / 容量：約 280cc

紙箱：W95mm × D95mm × H103mm

希望小売価格：1,500円（税抜）　※紙箱入

KATACHI. Y-01：Cross
No.6421001  with Paper box

Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax) 

KATACHI. Y-02：千本
品番：6421002

φ84mm × H90mm / 容量：約 280cc

紙箱：W95mm × D95mm × H103mm

希望小売価格：1,500円（税抜）　※紙箱入

KATACHI. Y-02：Stripe
No.6421002  with Paper box

Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax) 

KATACHI. Y-03：斜紋
品番：6421003

φ84mm × H90mm / 容量：約 280cc

紙箱：W95mm × D95mm × H103mm

希望小売価格：1,500円（税抜）　※紙箱入

KATACHI. Y-03：Spiral
No.6421003  with Paper box

Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax) 
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S HUK I  /  C h o k o

Choko 01

品番：6511001　φ56mm × H60mm / 容量：約 75cc

希望小売価格：1,000円（税抜）

Choko 02

品番：6511002　φ54mm × H60mm / 容量：約 75cc

希望小売価格：1,000円（税抜）

Choko 03

品番：6511003　φ46mm × H60mm / 容量：約 100cc

希望小売価格：1,000円（税抜）

Choko 04

品番：6511004　φ44mm × H60mm / 容量：約 90cc

希望小売価格：1,000円（税抜）

SHUKI “Choko 01” No.6511001 / Japanese SAKE choko / Retail Price in Japan / 1,000 yen (w/o tax)

SHUKI “Choko 02” No.6511002 / Japanese SAKE choko / Retail Price in Japan / 1,000 yen (w/o tax)

SHUKI “Choko 03” No.6511003 / Japanese SAKE choko / Retail Price in Japan / 1,000 yen (w/o tax)

SHUKI “Choko 04” No.6511004 / Japanese SAKE choko / Retail Price in Japan / 1,000 yen (w/o tax)

SHUKI “Tokkuri 01” No.6521001 / Japanese SAKE pour / Retail Price in Japan / 2,500 yen (w/o tax)

SHUKI “Tokkuri 02” No.6521002 / Japanese SAKE pour / Retail Price in Japan / 2,500 yen (w/o tax)

S HUK I  /  T o k k u r i

Tokkuri 01

品番：6521001　φ36mm × H110mm / 容量：約 230cc

希望小売価格：2,500円（税抜）

Tokkuri 02

品番：6521002　φ30mm × H150mm / 容量：約 210cc

希望小売価格：2,500円（税抜）



8 -hachi- 格子

品番：2451001

φ170mm × H90mm / 用途：サラダボウル、冷麺鉢、etc

紙箱：W180mm × D180mm × H100mm

希望小売価格：3,500円（税抜）　※紙箱入

8 -hachi- “Cross”
No.2451001

for salad bowl, Cold Noodle, etc.

Retail Price in Japan / 3,500 yen (w/o tax)
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8 -hachi- 無地

品番：2451002

φ170mm × H90mm / 用途：サラダボウル、冷麺鉢、etc

紙箱：W180mm × D180mm × H100mm

希望小売価格：3,500円（税抜）　※紙箱入

8 -hachi- “Muji”
No.2451002

for salad bowl, Cold Noodle, etc.

Retail Price in Japan / 3,500 yen (w/o tax)
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ROCK #01　by 松徳硝子×堀口切子

品番：1501001　φ84mm × H88mm　容量：約 270cc

木箱サイズ：W105mm × D105mm × H105mm

希望小売価格：10,000円（税抜）

ROCK #01
No.1501001 / Japanese Hand-cut Old-fashioned glass with wooden box

Retail Price in Japan / 10,000 yen (w/o tax)

by Shotoku Glass x Horiguchi Kiriko

ROCK #02　by 松徳硝子×堀口切子

品番：1501002　φ84mm × H88mm　容量：約 270cc

木箱サイズ：W105mm × D105mm × H105mm

希望小売価格：10,000円（税抜）

ROCK #02
No.1501002 / Japanese Hand-cut Old-fashioned glass with wooden box

Retail Price in Japan / 10,000 yen (w/o tax)

by Shotoku Glass x Horiguchi Kiriko
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ROCK #03　by 松徳硝子×堀口切子

品番：1501003　φ84mm × H88mm　容量：約 270cc

木箱サイズ：W105mm × D105mm × H105mm

希望小売価格：15,000円（税抜）

ROCK #03
No.1501003 / Japanese Hand-cut Old-fashioned glass with wooden box

Retail Price in Japan / 15,000 yen (w/o tax)

by Shotoku Glass x Horiguchi Kiriko

ROCK #04　by 松徳硝子×堀口切子

品番：1501004　φ84mm × H88mm　容量：約 270cc

木箱サイズ：W105mm × D105mm × H105mm

希望小売価格：20,000円（税抜）

ROCK #04
No.1501004 / Japanese Hand-cut Old-fashioned glass with wooden box

Retail Price in Japan / 20,000 yen (w/o tax)

by Shotoku Glass x Horiguchi Kiriko
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回　角出し　by 松徳硝子×堀口切子

品番：1711001　φ57mm × H51mm　容量：約 80cc

木箱サイズ：W76mm × D76mm × H72mm

希望小売価格：3,800円（税抜）

KAI “Kakuadshi”
No.1711001 / Japanese Hand-cut SAKE glass with wooden box

Retail Price in Japan / 3,800 yen (w/o tax)

by Shotoku Glass x Horiguchi Kiriko
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回　魚子　by 松徳硝子×堀口切子

品番：1711003　φ57mm × H51mm　容量：約 80cc

木箱サイズ：W76mm × D76mm × H72mm

希望小売価格：10,000円（税抜）

KAI “Nanako”
No.1711003 / Japanese Hand-cut SAKE glass with wooden box

Retail Price in Japan / 10,000 yen (w/o tax)

by Shotoku Glass x Horiguchi Kiriko

回　千筋　by 松徳硝子×堀口切子

品番：1711002　φ57mm × H51mm　容量：約 80cc

木箱サイズ：W76mm × D76mm × H72mm

希望小売価格：7,000円（税抜）

KAI “Sensuji”
No.1711002 / Japanese Hand-cut SAKE glass with wooden box

Retail Price in Japan / 7,000 yen (w/o tax)

by Shotoku Glass x Horiguchi Kiriko



48 49

冷茶器　Million　by 松徳硝子×喜八工房

品番：1901002　商品内容：グラス、茶托各 1 点、紙箱入り

グラス：φ74mm × H66mm　容量：約 180cc　※底磨き加工

茶托：φ100mm × H20mm　※山中漆器／黒拭き漆仕上げ　材質：栓

木箱サイズ：W105mm × D105mm × H85mm　希望小売価格：4,000円（税抜）

Reicha Glass & Saucer “Million”by Shotoku Glass x Kihachi Kobo
No.1901002 / Japanese iced tea glass Million & Japanese lacquer saucer(wood) with paper box

Retail Price in Japan / 4,000 yen (w/o tax)

冷茶器　Muji　by 松徳硝子×喜八工房

品番：1901012　商品内容：グラス、茶托各 1 点、紙箱入り

グラス：φ74mm × H66mm　容量：約 180cc　※底磨き加工

茶托：φ100mm × H20mm　※山中漆器／黒拭き漆仕上げ　材質：栓

木箱サイズ：W105mm × D105mm × H85mm　希望小売価格：3,800円（税抜）

Reicha Glass & Saucer “Muji”
No.1901012 / Japanese iced tea glass Muji & Japanese lacquer saucer(wood) with paper box

Retail Price in Japan / 3,800 yen (w/o tax)

by Shotoku Glass x Kihachi Kobo
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冷茶グラス（単品）　Million
品番：1901001
φ74mm × H66mm / 容量：約 180cc
希望小売価格：2,000 円（税抜）

Reicha Glass “Million”
No.1901001 / Japanese iced tea glass Million

Retail Price in Japan / 2,000 yen (w/o tax)

冷茶グラス（単品）　Muji
品番：1901011
φ74mm × H66mm / 容量：約 180cc
希望小売価格：1,800 円（税抜）

Reicha Glass “Muji”
No.1901011 / Japanese iced tea glass Muji

Retail Price in Japan / 1,800 yen (w/o tax)
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KIHACHI KOBO

喜八工房

石川県加賀市。明治15年、山中漆器の産地製造卸として創業。

国産にこだわり続け、一流の技術を持つ木地師、下地師、

塗師を擁し、伝統的なものから現代的なものまで手掛ける、

伝統工芸山中漆器一番の老舗メーカー。

Founded in 1882 as a manufacturing wholesaler of Yamanaka lacquering in Kaga city, Ishikawa Prefecture.

As a long-established manufacturer with top craftsman of woodturning, undercoating, and top coating,

Kihachi has consistently been particular about domestic production of traditional to modernistic lacquerwares.

KIHACHI KOBO
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STium / heavy

品番：6311001　φ80mm × H70mm / 容量：約 210cc

希望小売価格：1,500円（税抜）

( 左 - Left )

STium “heavy”
No.6311001 / Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax)

STium / light

品番：6311002　φ80mm × H70mm / 容量：約 240cc

希望小売価格：1,500円（税抜）

( 右 - Right )

STium “light”
No.6311002 / Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax)
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丸型酒器　ちょこ

品番：1611001　φ47mm × H49mm / 容量：約 80cc

希望小売価格：1,000円（税抜）

Round shape “SAKE Choko”
No.1611001 /  Retail Price in Japan / 1,000 yen (w/o tax)

丸型酒器　かたくち

品番：1611002　φ88mm × H72mm / 容量：約 270cc（8 分目で 1 合 /180cc）

希望小売価格：1,800円（税抜）

Round shape “SAKE Pour”
No.1611002 /  Retail Price in Japan / 1,800 yen (w/o tax)
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B L A C K

Shot

品番：5101801　φ52mm × H55mm / 容量：約 75cc

希望小売価格：1,500円（税抜）

Rock

品番：5111801　φ84mm × H88mm / 容量：約 300cc

希望小売価格：2,500円（税抜）

Tumbler

品番：5121801　φ76mm × H125mm / 容量：約 380cc

希望小売価格：2,500円（税抜）

BLACK “Shot” No.5101801 / Retail Price in Japan / 1,500 yen (w/o tax)

BLACK “Rock” No.5111801 / Retail Price in Japan / 2,500 yen (w/o tax)

BLACK “Tumbler”No.5121801 / Retail Price in Japan / 2,500 yen (w/o tax)

B L A C K  マット

Shot マット

品番：5201802　φ52mm × H55mm / 容量：約 75cc

希望小売価格：2,000円（税抜）

Rock マット

品番：5211802　φ84mm × H88mm / 容量：約 300cc

希望小売価格：3,000円（税抜）

Tumbler マット

品番：5221802　φ76mm × H125mm / 容量：約 380cc

希望小売価格：3,000円（税抜）

BLACK  “Shot Matte” No.5201802 / Retail Price in Japan / 2,000 yen (w/o tax)

BLACK “Rock Matte” No.5211802 / Retail Price in Japan / 3,000 yen (w/o tax)

BLACK “Tumbler Matte”No.5221802 / Retail Price in Japan / 3,000 yen (w/o tax)



A: 通常のガラス器同様、落下による衝撃や、硬い物やガラス同士をぶつけた場合、破損することが
あります。但し、実際ご使用頂くと、見た目の薄さ、イメージよりも、丈夫に感じて頂けるかと思
います。通常のグラスよりも多少お気遣いを頂くことで、末永くご愛用頂けます。

よくある質問　FAQ
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Q: うすはり等、薄いガラスは、割れやすいのでしょうか？

A: 全ての弊社製品は、耐熱ガラスではありませんので、熱い飲み物はお控えください。ガラスは、
急激な温度変化（特に急冷）に弱く、破損の原因となります。ご注意ください。

Q: 熱い飲み物を入れても、割れませんか？

A: もちろん、氷を入れてお取扱い頂けます。但し、あまりにも勢い良く氷を入れると、衝撃によっ
ては、破損することもありますので、丁寧にお取扱いください。

Q: 空のグラスに氷を入れても割れませんか？

A: はい。ガラスです。原料は、無鉛（バリウム）クリスタルガラスになります。
Q: 本当にガラスですか？

A: 食器洗浄機は、洗剤の成分により、ガラスに曇りが生じたり、水圧や温度差により、破損の原因
となる場合がありますので、使用をお控えください。

Q: 食器洗浄機に入れることは出来ますか？

A: ガラス器の洗浄には、中性洗剤をご使用ください。内側から力を入れてひねり洗いをしたり、拭
く時に、無理な力が加わると、破損の原因となります。十分ご注意ください。柄付のスポンジは、
無理な力がかからず、洗えるのでお奨めです。研磨剤入りのスポンジ・金属たわし・クレンザー等
をご使用の場合、傷や破損の原因となりますのでご注意ください。

Q: 安全・安心な洗い方を教えてください。

A: 長期間、ガラス器を使わなかった場合、ガラスに含まれるソーダ成分が表面に浮き出たり、湿度
等の環境から、白く曇ることがあります。大半の曇りは、中性洗剤等で洗って頂くことで、ピカピ
カに戻ります。

Q: 長期間、戸棚に収納していたら、白く曇りました。なぜですか？

A: ご使用中に生じた曇りや水垢、汚れの大半は、油脂分や茶しぶ等の付着、洗い残し等によるもの
です。これらは、水で薄めたお酢、食器用漂白剤に浸し洗いすることで、綺麗になることが多いので、
ぜひお試しください。

Q: 長期間使用したら、グラスの汚れがとれなくなりました。洗浄方法を教えてください？

A: ガラス器の構造上、積み重ねて収納すると、破損したり、外れなくなりますので、お控えください。
Q: 戸棚が狭いので重ねて収納したいのですが大丈夫ですか？

A: 厚手のダンボールに、エアークッション等の緩衝材や新聞紙で、グラスが入った箱や木箱が動か
ない様に、隙間を埋めて梱包してください。また、箱や木箱は、グラスを立てた状態にしてください。
配送業者さんにお渡しする際は、「割れ物」「この面を上に」等の指定シールを添付してください。
配送時に落下したり、ぶつけたりすることが無ければ安全にお送り頂けます。

Q: グラスを郵送で送りたいのですが、安全な送り方を教えてください。

A) Despite their delicate appearance these glasses can be handled with the same care as other glassware. Of 

course these glasses can break if you drop them or strike them against another object, but damage is preventable 

through careful handling.

Q) Are these thin glasses fragile compared to usual glassware?

A) As products at Shotoku Glass are not made of heat-resistant glass, they are sensitive to sudden changes in 

temperature. Avoid rapid temperature changes such as pouring in hot beverages or rapid cooling of the glass, as 

there is a risk of cracking or breakage. 

Q) Do the glasses break when pouring in hot beverage?

A) No, ice cubes can be put in an empty glass as long as they are handled gently, although avoid hard contact with 

ice as this may damage the glass. We recommend adding ice after a liquid is already in the glass, and adding the 

ice by hand, never from a refrigerator's ice machine.

Q) Do the glasses break when putting ice in an empty glass?

A) When glasses are not used for a long period of time, the soda contained in glass can rise to the surface, or the 

storage environment can also cause glasses to become cloudy. Most cloudy glasses will restore shine when 

washed with gentle detergent, although if a stain is allowed to remain for a long time it can become permanent.

Q) Glasses which were kept in cupboard for a long time became cloudy. Why is that?

A) Use a double-wall carton with cushioning materials and newspapers. Glasses should be kept in Shotoku’s 

original paper/wooden box - place this paper/wooden box straight up in the double-wall carton, and fill 

cushioning materials and newspapers below and around it. When handing over a package to the shipping carrier, 

be sure to ask for “FRAGILE” and “this side up” stickers and attach them to the package. Glasses should then be 

safely delivered unless dropped or hit.

Q) I want to send glasses via mail. Please tell me shipping tips.

A) No, and you should not try to stack the glasses on top of one another, as they can break or become inseparable.

Q) I want to save space in my cupboard. Are the glasses stackable?

A) Most cloudiness, limescale build-up, and spots are due to oil or tea-stains or deposits that have not been 

washed or rinsed away. Try soaking the glasses in water-diluted white vinegar, or you can use a dishwashing 

detergent with bleach (stain remover). Make sure to rinse thoroughly with clean water after a good soaking. This 

often works as an effective home remedy.

Q) After using the glasses for a long period of time I notice there are stains that
are remain in the glass after cleaning. How can I remove them?

A) Use gentle detergent to wash Shotoku glass. Be careful not to twist glasses from inside when washing, and 

beware of wiping with excessive pressure as this may break the glass. We recommend using a soft sponge 

attached to a long plastic handle to manage an appropriate pressure when washing. Do not use abrasive sponges, 

steel wool, or anything with stiff, plastic bristles, as these can all scratch and damage the surface.

Q) What is a proper way to wash the glassware?

A) We recommend Shotoku glass to be hand washed only as dishwashers can cause damage or the glass to 

become cloudy - washing detergent, hydraulic pressure, and rapid temperature change can all adversely affect 

Q) Are the glasses dishwasher safe?

A) Yes, all products at Shotoku Glass are made of lead-free (barium) crystal glass.

Q) Are these made of real glass?



品質には十分注意しておりますが、手作りのため形に若干のばらつきがでたり、製法上やむをえず気
泡などが混入いたします。どうぞご理解、ご了承ください。

●グラスは、中性洗剤などで洗ってください。ガラスを傷つける恐れのある研磨剤入りのスポンジ・
金属たわし、クレンザーなどを使用しますと破損の原因になります。クレンザーなどの品質表示を
お確かめの上ご使用ください。

●ガラスの内側を洗う際は十分ご注意ください。内側から力を入れてひねり洗いをしますと、破損
し思わぬ怪我をすることがあります。柄付きのスポンジなどのご使用をお勧めします。

●食器洗い乾燥機を使用しないでください。

●本製品は、耐熱ガラス、強化ガラスではありません。

●急激な温度差（特に急冷）で割れることがあります。ガラスが熱いうちに冷たい物を入れたり濡
れた所に置かないでください。

●電子レンジ、オーブンで使用しないでください。

●ガラス同士をぶつけたり、フォーク・ナイフ・スプーン等硬い物を中に入れないように扱ってく
ださい。また、割れや傷が入った場合は使用しないでください。

●ガラスを積み重ねますと、破損したり外れなくなったりしますので、積み重ねないでください。

お取り扱い上のご注意

Although each glass has carefully been inspected, there may be slight variances in the shape and air bubbles may 

appear inside as these pieces are made by hand. Your understanding is greatly appreciated.

- The product should be cleaned with neutral detergent. Use of an abrasive sponge, wire wool, or abrasive 

cleansers may scratch the glass and cause damage. Use cleansers only when its quality labeling has been verified.

-Be very careful when washing inside the glassware. Do not twist from inside when washing nor wiping off as 

these may result in breaking the glass. A soft sponge with a handle is recommended.

-Do not use dishwashers or dryers.

-Products of Shotoku Glass are not made of heat-resistant glass or tempered glass.

-A rapid change in temperature (particularly rapid cooling) may cause enough stress to result in breakage. Never 

put cold water or ice into a hot or warm glass. Avoid placing hot glassware on cold or wet surfaces.

-Do not use products in a microwave oven or conventional oven.

-Handle products carefully and avoid glass to glass contact. Do not put hard objects,

such as forks, knives or spoons inside the glass. Do not use or repair damaged products.

-To avoid breakage and injuries, do not stack glasses inside one another.

Handling Tips and Precautions

64 65



66 67


