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そば小物・薬味皿 Soba Set Soba Set そば小物・薬味皿

ト298-017 湖騒そば徳利（大） 300㏄（20×4入・磁）  1,480円
ト298-027 湖騒そば徳利（小） 190㏄（20×6入・磁）  1,250円
ト298-037 湖騒そば猪口 8.2×6.7㎝（100入・磁）  1,050円
ト298-047 湖騒小皿 φ9.5㎝（160入・磁）  700円

ユ298-057 錆渦そば徳利（大） 290㏄（60入・磁）  1,400円
ユ298-067 錆渦そば徳利（小） 180㏄（60入・磁）  1,050円
ユ298-077 錆渦そば猪口 φ8.3×6.5㎝（80入・磁）  800円
ユ298-087 錆渦薬味皿 φ9.5×1.8㎝（120入・磁）  550円

タ298-097 深海そば徳利 φ7.8×8.4㎝（220㏄）（80入・磁）  980円
タ298-107 深海そば猪口 φ8.3×6.7㎝（220㏄）（80入・磁）  780円
タ298-117 深海二品皿 12.2×7.3×2.6㎝（80入・磁）  950円
タ298-127 深海薬味皿 φ8.8×1.4㎝（120入・磁）  630円

ネ298-137 流水2合徳利 φ8.5×10㎝（300㏄）（10×8入・磁）  1,100円
ネ298-147 流水1合徳利 φ7.5×8㎝（180㏄）（20×6入・磁）  1,000円
ネ298-157 流水そば猪口 8.5×6.5㎝（120入・磁）  900円
ネ298-167 流水薬味皿 φ9㎝（200入・磁）  600円

オ298-177 タコ唐草そば徳利（大） 7.2×6.5×10.3㎝（60入・磁）  1,250円
オ298-187 タコ唐草そば徳利（小） 5.8×8㎝（80入・磁）  1,100円
オ298-197 タコ唐草そば猪口 8.7×6.1㎝（100入・磁）  1,000円
オ298-207 タコ唐草薬味皿 9.2×2㎝（200入・磁）  650円

ヤ298-217 石焼織部笹2号そば徳利 10.5㎝（300㏄）（100入・磁）  900円
ヤ298-227 石焼織部笹1号そば徳利 9㎝（200㏄）（120入・磁）  750円
ヤ298-237 石焼織部笹そば猪口 φ8.5×6.3㎝（180㏄）（120入・磁）  600円
ヤ298-247 石焼織部笹薬味小皿 φ9㎝（200入・磁）  400円

カ298-287 砥部風花紋玉1号そば徳利 9㎝（200㏄）（100入・磁）  1,350円
カ298-297 砥部風花紋玉そば猪口 φ9×6.7㎝（80入・磁）  1,300円
カ298-307 砥部風花紋切立3.3薬味皿 φ9.5×2㎝（120入・磁）  700円

ユ298-317 備前黒吹そば徳利 150㏄（80入・陶）  1,350円
ユ298-327 備前黒吹玉そば猪口 φ9×7㎝（80入・陶）  1,350円
ユ298-337 備前黒吹玉3.3皿 φ9×2㎝（150入・陶）  730円

カ298-347 呉須線1号徳利 φ7×8.2㎝（150㏄）（60入・磁）  1,300円
カ298-357 呉須線そば千代口 φ8×6.1㎝（80入・磁）  880円
カ298-367 呉須線薬味皿 φ8.6×1.5㎝（150入・磁）  650円

テ298-377 真黒マット朱十草そば徳利 200㏄（100入・陶）  1,300円
テ298-387 真黒マット朱十草そば猪口 φ8.3×8.6㎝（120入・陶）  980円
テ298-397 真黒マット朱十草小皿 φ9.7×2㎝（300入・陶）  650円

テ298-407 真白マット朱十草そば徳利 200㏄（100入・陶）  1,300円
テ298-417 真白マット朱十草そば猪口 φ8.3×8.6㎝（120入・陶）  980円
テ298-427 真白マット朱十草小皿 φ9.7×2㎝（300入・陶）  650円

ユ298-437 織部市松そば徳利 150㏄（80入・陶）  1,300円
ユ298-447 織部市松玉そば猪口 φ9×7㎝（80入・陶）  1,200円
ユ298-457 織部市松玉3.3皿 φ9×2㎝（150入・陶）  680円

テ298-467 真ゴス巻ラインそば徳利 200㏄（100入・陶）  1,300円
テ298-477 真ゴス巻ラインそば猪口 φ8.3×8.6㎝（120入・陶）  980円
テ298-487 真ゴス巻ライン小皿 φ9.7×2㎝（300入・陶）  650円

ア298-497 三ツ足粉引そば徳利 8.5×9.2㎝（230㏄）（60入・磁）  1,150円
ア298-507 三ツ足粉引小鉢 9.8×7㎝（80入・磁）  900円
ア298-517 三ツ足粉引3.0深皿 9.6×2.4㎝（160入・磁）  620円

ア298-527 三ツ足伊良保そば徳利 8.5×9.2㎝（230㏄）（60入・磁）  1,150円
ア298-537 三ツ足伊良保小鉢 9.8×7㎝（80入・磁）  900円
ア298-547 三ツ足伊良保3.0深皿 9.6×2.4㎝（160入・磁）  620円

ア298-557 ルリ刷毛そば2号徳利 8.7×9.4㎝320㏄（80入・磁）  950円
ア298-567 ルリ刷毛そば猪口 8.5×7㎝（100入・磁）  600円
ア298-577 ルリ刷毛深小皿 φ10×2.5㎝（160入・磁）  350円

ユ298-587 曙唐草 そば徳利 200㏄（60入・磁）  1,000円
ユ298-597 曙唐草 そば猪口 φ9×6.5㎝（60入・磁）  850円
ユ298-607 曙唐草 薬味皿 φ9×1.5㎝（120入・磁）  550円

ハ298-617 すみだ藍そば徳利（ガラス） 220㏄（6×8入）（手造り）  2,600円
ハ298-627 すみだ藍そば猪口（ガラス） φ8×6.5㎝（6×12入）（手造り）  1,980円
ハ298-637 すみだ藍薬味皿（ガラス） φ8.5×1.5㎝（6×20入）（手造り）  1,400円

ハ298-647 すみだスキそば徳利（ガラス） 220㏄（6×8入）（手造り）  2,400円
ハ298-657 すみだスキそば猪口（ガラス） φ8×6.5㎝（6×12入）（手造り）  1,800円
ハ298-667 すみだスキ薬味皿（ガラス） φ8.5×1.5㎝（6×20入）（手造り）  1,200円

カ298-257 粉引ライン1合徳利φ8×7.3㎝（190㏄）（80入･磁） 950円
カ298-267 粉引ラインそば猪口φ8.4×6.2㎝（80入･磁） 550円
カ298-277 粉引ライン3.0薬味皿φ9×1.8㎝（120入･磁） 450円


