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Melamine Plate
MB005-008

MB005 Pear MB006 Banana

MB007 Apple MB008 Pineapple

MB009 MB001 Pear

MB003 Apple

MB004 Pineapple

MB010 Pear MB011 Banana

MB012 Apple MB013 Pineapple

MB015 BananaMB014 PearMB002 Banana

MB017 PineappleMB016 Apple

price : ¥1,200 + tax
size : 　21.5cm
unit : 4

Baby Towel
MB010-013
price : ¥700 + tax
size : 25×25cm
unit : 5

Tenugui Hand Towel
MB014-017
price : ¥900 + tax
size : 35×92cm
unit : 5

Melamine Tray
MB009
price : ¥2,500 + tax
size : 22×33cm
unit : 2

Melamine Cup
MB001-004
price : ¥600 + tax
size : 6×7.5cm 176ml.
unit : 4
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2015 UNICOM CATALOGUE 

Toast Plate 
MM010 
price : ¥1,200 + tax 
size : 　21cm 
unit : 3 

Bread Plate 
MM009 
price : ¥1,200 + tax 
size : 　21cm 
unit : 3 

Bowl Bord 
SN009 
price : ¥900 + tax 
size : 　12.5×6cm 
unit : 3 

Coffee Mug  Brown 
MM012 
price : ¥1,200 + tax 
size : 　9×8cm 
unit : 3 

Coffee Mug  Black 
MM011 
price : ¥1,200 + tax 
size : 　9×8cm 
unit : 3 

Bowl Sheep 
SN008 
price : ¥900 + tax 
size : 　12.5×6cm 
unit : 3 

Bowl Cat 
SN007 
price : ¥900 + tax 
size : 　12.5×6cm 
unit : 3 

【使用上の注意】
・表面がガラス質なので、落としたり強いショックを与えないでください。
・ホウロウは製造工程上、鉄の切り口にあたるフチの部分には釉薬がかかりにくく
　なっておりますので黒い下地が見えることがあります。
・製品を焼成する際、台に乗せたり、吊り具で引っかけて行う作業上、
　表面に小さな跡が残る場合がございます。
・金属タワシ、磨き粉などのご使用は表面を傷つけますのでご使用にならないでください。
・洗浄後は水分を拭き取り、よく乾燥させてください。
・電子レンジでは使用しないでください。
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松尾みゆき Handkerchief Hedgehog Cobalt Blue 
MM013 

price : ¥600 + tax 
size : 50×50cm ／ unit : 5 

松尾みゆき Handkerchief Hedgehog Beige 
MM014 

price : ¥600 + tax 
size : 50×50cm ／ unit : 5 

松尾みゆき Handkerchief Hedgehog Blue Grey 
MM015 

price : ¥600 + tax 
size : 50×50cm ／ unit : 5 

松尾みゆき Handkerchief Cat Cobalt Blue 
MM016 

price : ¥600 + tax 
size : 50×50cm ／ unit : 5 

松尾みゆき Handkerchief Cat Beige 
MM017 

price : ¥600 + tax 
size : 50×50cm ／ unit : 5 

松尾みゆき Handkerchief Cat Blue Grey 
MM018 

price : ¥600 + tax 
size : 50×50cm ／ unit : 5 

松尾みゆき Handkerchief Owl Cobalt Blue 
MM019 

price : ¥600 + tax 
size : 50×50cm ／ unit : 5 

松尾みゆき Handkerchief Owl Beige 
MM020 

price : ¥600 + tax 
size : 50×50cm ／ unit : 5 

松尾みゆき Handkerchief Owl Blue Grey 
MM021 

price : ¥600 + tax 
size : 50×50cm ／ unit : 5 

1973 年生まれ。　イラストレーター。　フランスで古着の買い付けの仕事をした後、本格的に 
イラストレーションの仕事を始める。雑誌、書籍、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。 
著書に「小さな美術館をめぐる旅」（リベラル社）など。 

松尾ミユキ 

濡れたまま放置すると移染する場合があります。ご注意ください。水ぬれや摩擦等で色落ち・色移りすることがあります。

お洗濯は単独で手洗い、またはドライクリーニングをおすすめします。

手作業での生産過程上、多少の織キズ、染めむら、プリントのずれ、他繊維の混紡、ほつれなどがあります。

ATTENTION（material : Indian Cotton） 

sold out sold out sold out

sold out sold out sold out

sold out sold out



松尾ミユキ 6重ガーゼふきん Plants Lemon 
MM031 

price : ¥600 + tax 
size : 44×44cm 
unit : 5 

松尾ミユキ 6重ガーゼふきん Plants Blue 
MM032 

price : ¥600 + tax 
size : 44×44cm 
unit : 5 

松尾ミユキ 6重ガーゼふきん flower Plum 
MM033 

price : ¥600 + tax 
size : 44×44cm 
unit : 5 

松尾ミユキ 6重ガーゼふきん flower Charcoal 
MM034 

price : ¥600 + tax 
size : 44×44cm 
unit : 5 

松尾ミユキ Milk Glass Plate Cat 
MM022 

price : ¥600 + tax 
size : 　17.5cm 
unit : 6 

松尾ミユキ Milk Glass Plate Bear 
MM023 

price : ¥600 + tax 
size : 　17.5cm 
unit : 6 

松尾ミユキ Milk Glass Plate Rabbit 
MM024 

price : ¥600 + tax 
size : 　17.5cm 
unit : 6 

松尾ミユキ Milk Glass Bowl Cat 
MM025 

price : ¥600 + tax 
size : 　12.5×h6.8cm 
unit : 6 

松尾ミユキ Milk Glass Bowl Bear 
MM026 

price : ¥600 + tax 
size : 　12.5×h6.8cm 
unit : 6 

松尾ミユキ Milk Glass Bowl Rabbit 
MM027 

price : ¥600 + tax 
size : 　12.5×h6.8cm 
unit : 6 

松尾ミユキ Milk Glass Mug Cat 
MM028 

price : ¥700 + tax 
size : 　7×6.5cm 
unit : 6 

松尾ミユキ Milk Glass Mug Bear 
MM029 

price : ¥700 + tax 
size : 　7×6.5cm 
unit : 6 

松尾ミユキ Milk Glass Mug Rabbit 
MM030 

price : ¥700 + tax 
size : 　7×6.5cm 
unit : 6 

※食器洗浄機、電子レンジ使用可。　オーブンではご利用いただけません。 

※食器洗浄機、電子レンジ使用可。　オーブンではご利用いただけません。 

sold out sold out

sold out sold out

sold out sold out sold out

sold out



sold out sold out sold out

針の仕様を変更して、品番：MM1075～1077にて2022年6月～販売いたします
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MM147　松尾ミユキ
Mini Handkerchief Cat
price : ¥500+tax

MM148　松尾ミユキ
Mini Handkerchief Rabbit
price : ¥500+tax

MM149　松尾ミユキ
Mini Handkerchief Squirrel
price : ¥500+tax

MM150　松尾ミユキ
Mini Handkerchief Bird
price : ¥500+tax

MM151　松尾ミユキ
Handkerchief Cat
price : ¥800+tax

MM152　松尾ミユキ
Handkerchief Rabbit
price : ¥800+tax

MM153　松尾ミユキ
Handkerchief Squirrel
price : ¥800+tax

MM154　松尾ミユキ
Handkerchief Bird
price : ¥800+tax

MM192　松尾ミユキ
Free Cloth Cat
price : ¥2500+tax

MM193　松尾ミユキ
Free Cloth Rabbit
price : ¥2500+tax

MM194　松尾ミユキ
Free Cloth Squirrel
price : ¥2500+tax

MM195　松尾ミユキ
Free Cloth Bird
price : ¥2500+tax
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針の仕様を変更して、
品番：MM1078にて
2022年6月～販売いたします
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2014 UNICOM CATALOGUE 

from Japan 

Hand Towel Cat Grey 
HR001 

price : ¥600 + tax 
size: 25×25cm／unit : 5 

Hand Towel Sheep Grey 
HR002 

price : ¥600 + tax 
size: 25×25cm／unit : 5 

Hand Towel Bird Grey 
HR003 

price : ¥600 + tax 
size: 25×25cm／unit : 5 

Hand Towel Cat White 
HR004 

price : ¥600 + tax 
size: 25×25cm／unit : 5 

Hand Towel Sheep White 
HR005 

price : ¥600 + tax 
size: 25×25cm／unit : 5 

Hand Towel Bird White 
HR006 

price : ¥600 + tax 
size: 25×25cm／unit : 5 

松尾ミユキ 

1973年名古屋生まれ。 
京都の学校でイラストを学ぶ。 
2000年から古着の買い付けのためパリに住む。 
帰国後は雑誌やカタログを中心にフリーランスの 
イラストレーターとして仕事をしている。 



慶

MM287松尾ミユキ
お皿S Dove 
price : ¥500 + tax 
size : cp 1 Ocm/ unit : 5 

MM293松尾ミュキお皿M Vine BK 

MM288松尾ミユキ
お皿5 Starling 
price : ¥500 + tax 
size: cp 1 Ocm/ unit: 5 

MM289松尾ミユキ
お皿M Dove 
price: ¥600 + tax 
size: rp 14cm/ unit: 5 

MM294松尾ミュキお皿M Vine BL 
price : ¥600 + tax size : cp 14cm/ unit: 5 price: ¥600 + tax size: q, 14cm/ unit: 5 

MM297松尾ミユキお皿L Vine BK MM298松尾ミユキお皿L Vine BL 
price : ¥700 + tax size : cp 16cm/ unit: 5 price: ¥700 + tax size: q, 16cm/ unit: 5 

MM301 Free Cup Dove BK 
price : ¥800 + tax 
size: cpBXh6.Scm/ unit: 5 

MM303 Free Cup Starling 
BK price : ¥800 + tax 
size: rp8Xh6.5cm/ unit: 5 

MM313 Free Cup Vine BK 
price : ¥800 + tax 
size: q,8 x h6.5cm/ unit: 5 

冒OOIl喜©伍◎ Phm0563%11839Www. 05683ill!!．con

MM290松尾ミユキ
お皿M Starling 
price : ¥600 + tax 
size : cp 14cm/ unit: 5 

MM291松尾ミユキ
お皿L Dove 
price : ¥700 + tax 
size : cp 16cm/ unit : 5 

MM295松尾ミュキお皿M Forest BK 
price: ¥600 + tax size : cp 14cm/ unit: 5 

MM299松尾ミユキお皿L Forest BK 
price: ¥700 + tax size : cp 16cm/ unit: 5 

MM292松尾ミユキ
お皿L Starling 
price : ¥700 + tax 
size : q, 16cm/ unit : 5 

MM296松尾ミュキお皿M Forest BL 
price : ¥600 + tax size : q, 14cm/ unit : 5 

MM300松尾ミユキお皿L Forest BL 
price : ¥700 + tax size : q, 16cm/ unit : 5 

MM314 Free Cup Vine BL 
price : ¥800 + tax 
size: rp8Xh6.Scm/ unit: 5 

MM315 Free Cup Forest BK 
price : ¥800 + tax 
size: cp8Xh6.Scm/ unit: 5 

MM316 Free Cup Forest BL 
price: ¥800 + tax 
size : (f)Bx h6.5cm/ unit: 5 
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口 7

疇 松尾ミュキ
1973年生まれ。イラストレーター

フランスで古着の頁い付けの仕事をした後、本格的にイラストレーションの仕事も始める。
雑誌、書筵、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。
著笞に 「小さな美術館をめぐる旅」（リベラル社）など。

MM333松尾ミユキtapestry woven blanket birdtree
Price: ¥3800 
Size: 90cmx 150cm 
Unit:2 

MM334松尾ミユキ
cushion cover birdtree 
Price:¥2000 +tax
Size: 45cm x45cm 
Unit:3 

罰罰罰謬薗
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￥4500+tax

※2022.08.01～価格が変更となります。ご了承ください。
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疇
松尾ミユキ
1973年生まれ。イラストレ ーター

フランスで古羞の頁い付けの仕事をした後、本格的にイラストレ ー ションの仕事も始める。
雑誌、笞籍、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。著書に 「小さな美術館をめぐる旅」（リベラル社）など。

汀oo爪言薗摺珈h叩0568%]lg39www, 0潤3呻，CO罰

MM347松尾ミユキ cushion cover 
furrycat 
Price: ¥2000 +tax 
Size: 45cmx45cm 
Unit:3 
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MM349松尾ミユキ cushion cover 
rabbit 
Price:¥2000 +tax 
Size: 45cmx45cm 
Unit:3 

MM348松尾ミユキ cushion cover 
squirrel 
Price:¥2000 +tax 
Size: 45cmx45cm 
Unit:3 

MM350松尾ミユキ cushion cover 
bird 
Price:¥2000 +tax 
Size: 45cm x45cm 
Unit:3 

※裏表同じ柄です。 ※素材ポリエステル65% 綿35%



松尾ミユキ
1973年生まれ。イラストレーター
フランスで古着の買い付けの仕事をした後、本格的にイラストレーションの仕事も始める。
雑誌、書籍、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。著書に「小さな美術館をめぐる旅」（リベラル社）など。

MM364 松尾ミユキ Cat Bag Fluffy
Price：¥2000 +tax
Size：ｗ31ｃｍ×h36ｃｍ
Unit：3

MM365 松尾ミユキ Cat Bag Stray
Price：¥2000 +tax
Size：ｗ31ｃｍ×h36ｃｍ
Unit：3

MM360 松尾ミユキ Cat Pouch Fluffy
Price：¥900 +tax
Size：ｗ20cm×ｈ11cm×d６cm
Unit：5

MM361 松尾ミユキ Cat Pouch Stray
Price：¥900 +tax
Size：ｗ20cm×ｈ11cm×d６cm
Unit：5

MM362 松尾ミユキ Cat Bag Tora
Price：¥2000 +tax
Size：ｗ31ｃｍ×h36ｃｍ
Unit：3

MM363 松尾ミユキ Cat Bag Mike
Price：¥2000 +tax
Size：ｗ31ｃｍ×h36ｃｍ
Unit：3

MM358 松尾ミユキ Cat Pouch Tora
Price：¥900 +tax
Size：ｗ20cm×ｈ11cm×d６cm
Unit：5

MM359 松尾ミユキ Cat Pouch Mike
Price：¥900 +tax
Size：ｗ20cm×ｈ11cm×d６cm
Unit：5

※中国製 ※素材：ポリエステル65％ 綿35％

マチあり



松尾ミユキ
1973年生まれ。イラストレーター
フランスで古着の買い付けの仕事をした後、本格的にイラストレーションの仕事も始める。
雑誌、書籍、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。著書に「小さな美術館をめぐる旅」（リベラル社）など。

MM372 松尾ミユキ  Cushion cover
Nadeshiko
Price：¥2000 +tax
Size：w45cm×h45cm
Unit：3

MM373 松尾ミユキ  Cushion cover
Mimosa
Price：¥2000 +tax
Size：w45cm×h45cm
Unit：3

MM368 松尾ミユキ ランチョンマット
Nadeshiko
Price：¥700 +tax
Size：w44cm×h32cm
Unit：5

MM369 松尾ミユキ ランチョンマット
Mimosa
Price：¥700 +tax
Size：w44cm×h32cm
Unit：5

MM370 松尾ミユキ  Cushion cover
Wasurenagusa
Price：¥2000 +tax
Size：w45cm×h45cm
Unit：3

MM371 松尾ミユキ  Cushion cover
Dahlia
Price：¥2000 +tax
Size：w45cm×h45cm
Unit：3

MM366 松尾ミユキ ランチョンマット
Wasurenagusa
Price：¥700 +tax
Size：w44cm×h32cm
Unit：5

MM367 松尾ミユキ ランチョンマット
Dahlia
Price：¥700 +tax
Size：w44cm×h32cm
Unit：5

※中国製 ※素材：ポリエステル65％ 綿35％



松尾ミユキ
1973年生まれ。イラストレーター
フランスで古着の買い付けの仕事をした後、本格的にイラストレーションの仕事も始める。
雑誌、書籍、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。著書に「小さな美術館をめぐる旅」（リベラル社）など。

MM382 松尾ミユキ Kitchen wipe 
Furrycat
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM383 松尾ミユキ Kitchen wipe 
Squirrel
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM384 松尾ミユキ Kitchen wipe 
Rabbit
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM385 松尾ミユキ Kitchen wipe 
Bird
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM378 松尾ミユキ Kitchen wipe 
Squirrel nuts red
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM379 松尾ミユキ Kitchen wipe 
Bird tree yellow
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM380 松尾ミユキ Kitchen wipe 
Rabbit vegi green
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM381 松尾ミユキ Kitchen wipe 
Forest
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM386 松尾ミユキ Kitchen wipe 
Slim cat
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

裏面

※ドイツ製
※素材：セルロース70% コットン30%

吸水力と
速乾性に優れた
環境に優しい
ふきんです。



MM389 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Cat ＆ Mouse
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM390 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Cat ＆ Food
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM387 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Cat ＆ Fish
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM388 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Cat ＆ Ribbon
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM393 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Fruits blue
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM394 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Vine blue
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM391 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Plants lemon
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM392 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Flower charcoal
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM397 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Hedgehog gray
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

裏面

MM395 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Dove black
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

MM396 松尾ミユキ
Kitchen wipe 
Starling black
Price：¥480 +tax
Size：w17cm×h20cm
Unit：5

※ドイツ製
※素材：セルロース70% コットン30%

松尾ミユキ
1973年生まれ。イラストレーター
フランスで古着の買い付けの仕事をした後、本格的にイラストレーションの仕事も始める。
雑誌、書籍、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。著書に「小さな美術館をめぐる旅」（リベラル社）など。

吸水力と
速乾性に優れた
環境に優しい
ふきんです。



MM401 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Mask
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

MM402 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Stripe
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

MM403 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Fluffy
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

MM404 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Bird WH
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

MM405 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Bird BK
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

MM406 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Vine
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

MM410 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Bird GR
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

MM407 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Furry cat
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

MM408 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Squirrel
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

MM409 松尾ミユキ 
Mini flat pouch Rabbit
Price：¥600 +tax
Size：w17cm×h11cm
Unit：4

松尾ミユキ
1973年生まれ。イラストレーター
フランスで古着の買い付けの仕事をした後、本格的にイラストレーションの仕事も始める。
雑誌、書籍、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。著書に「小さな美術館をめぐる旅」（リベラル社）など。

※中国製
※素材：ポリエステル65％ 綿35％

裏の絵柄裏の絵柄裏の絵柄

sold out sold out sold out



MM411 松尾ミユキ
Mini purse Mask
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

MM412 松尾ミユキ 
Mini purse Stripe
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

MM413 松尾ミユキ 
Mini purse Fluffy
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

MM414 松尾ミユキ 
Mini purse Bird WH
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

MM415 松尾ミユキ 
Mini purse Bird BK
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

MM416 松尾ミユキ 
Mini purse Vine
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

MM420 松尾ミユキ 
Mini purse Bird GR
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

MM417 松尾ミユキ 
Mini purse Furry cat
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

MM418 松尾ミユキ 
Mini purse Squirrel
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

MM419 松尾ミユキ 
Mini purse Rabbit
Price：¥1500 +tax
Size：w14.5cm×h12cm
Unit：3

松尾ミユキ
1973年生まれ。イラストレーター
フランスで古着の買い付けの仕事をした後、本格的にイラストレーションの仕事も始める。
雑誌、書籍、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。著書に「小さな美術館をめぐる旅」（リベラル社）など。

※中国製
※素材：ポリエステル65％ 綿35％

裏の絵柄 裏の絵柄 裏の絵柄
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MM735 Matsuo Miyuk, 
Heat resistant glass Bird&Leaf 
JAN:4589533609417 

MM737 Matsuo Miyuk, 
Heat resistant Low glass Bird&Leaf 
JAN:4589533609431 

疇

MM327 Matsuo Miyuk, 
Heat resistant glass Forest 
JAN: 4589533602 l l l 

MM738 Matsuo Miyuk, 
Heat「esistant Low glass Forest 
JAN:4589533609448 

松尾ミユキ
1973年生まれ。イラストレ ーター

フランスで古着の只い付けの仕事をした後｀本格的にイラストレ ー ションの仕事も
始める。雑誌、書錯、カタログ、CDなどの仕事を中心にしている。著書に 「小さな美
術館をめぐる旅」（リベラル社）など。

MM736 Matsuo Miyuk, 
Heat resistant glass Vine 
JAN:4589533609424 

藷彗彰籍彗磨雑翠怠
曳点委ミ祀i柔茎芳桑羹定喜翠象
危全函危全岳桑函学；t怠豪奏翠度

MM739 Matsuo Miyuk1 
Heat resistant Low glass Vine 
JAN:4589533609455 

冒OO罰刀薗畔h叩om361188 qwww. 05683呻．Com
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●Glass 
Price:¥900 +tax 
Size: ¢6.5cmxh l l cm 
Unit:6 

●Low glass Price: 
¥800  
Size: ¢8cmxh6cm 
Unit:6 

※中国製
※素材ガラス
※容塁：MM327/735 · 736: 250ml MM737-739: 200ml 
※耐熱温度差：120℃
※直火、オーブン、オーブントースター 、電子レンジ、食器洗浄機使用不可。
※MM327は継続商品です。
※MM328酎熱グラスVineは廃番となり、こちらの仕様にて販売いたします。

\900+tax

※MM737-739：2022.08.01～価格が変更となります。
ご了承ください。
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配布カタログの掲載サイズに訂正がございます。上記が正しいサイズでございます。
大変申し訳ございません。
































