racca latte cup

ラテカップ / 200cc ( 8 分目 )
latte cup

w118×d90×h70

04-067-101 White( 白磁 )

¥1,500

04-067-225 Milky White

¥1,750

04-067-226 Mimosa Yellow ¥1,750

07

カフェラテ
スープに

たっぷりサイズのラテカップ。8 分
目で 200 ml となる容量はお客さまの
声をもとにコーヒーカップとマグカッ
プの間のサイズを目指しました。口
径が広く具沢山のスープも入ります。

racca cafe plate (saucer)

カフェプレート ( ソーサー )
cafe plate (saucer)
Φ150×h20

04-015-101 White( 白磁 )

¥1,000

04-015-225 Milky White

¥1,250

04-015-226 Mimosa Yellow ¥1,250

08

取皿
ソーサーに

ソーサーとしても使用できるカフェ
プレート。カップとセットにした際
に少し余裕のできる設計になってい
るのでクッキーやパンなどを一緒に
添えてお使いいただけます。

cook ing
book
for racca
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racca 31cm Poisson deep plate

racca 24cm Poisson deep plate

racca 24cm Poisson deep plate

racca 31cm Poisson deep plate

深

深

※ポワソン皿とは : フランス語で魚、
ポワソン皿は魚皿のこと。

皿

皿

01

02

カレー・パスタ
魚料理・盛り皿に

31cm ポワソン深皿

副菜・おかず皿

お子様用のカレー皿に

24cm ポワソン深皿

31cm long oval deep plate
w315×d142×h32

04-029-101 White( 白磁 )

¥3,000

04-029-225 Milky White

¥3,500

04-029-226 Mimosa Yellow ¥3,500

カレーや汁気のあるメイン料理に合う深
皿タイプ。うつわ側面はスプーンですく
いやすい様に設計されています。楕円の
形は大皿であってもテーブル上で邪魔に
なりにくく、魚もまるごと 1 匹入ります。

24cm long oval deep plate
w240×d138×h32

04-031-101 White( 白磁 )

¥1,700

04-031-225 Milky White

¥2,000

04-031-226 Mimosa Yellow ¥2,000

汁気のある料理にもぴったりの深皿。
うつわ側面はスプーンですくいやすい様
に設計されています。副菜などのちょっ
としたおかずやお子様用のカレー皿にも
お使いただけます。

racca 24cm Poisson plate

racca 31cm Poisson plate

racca 24cm Poisson plate

浅

racca 31cm Poisson plate

浅

※ポワソン皿とは : フランス語で魚、
ポワソン皿は魚皿のこと。

皿

皿
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ワンプレート
魚料理に

31cm ポワソン浅皿

魚料理

デザート皿・取皿に

24cm ポワソン浅皿

31cm long oval plate
w315×d142×h25

04-030-101 White( 白磁 )

¥2,600

04-030-225 Milky White

¥3,200

04-030-226 Mimosa Yellow ¥3,200

おかずを数種盛ってワンプレートに。
魚もまるごと 1 匹入ります。揚げ物など
のおかずやカプレーゼなど前菜の盛り合
わせに重宝するうつわです。一般的な四
角形のお盆にも収まるサイズ感です。

24cm long oval plate
w240×d138×h22

04-032-101 White( 白磁 )

¥1,500

04-032-225 Milky White

¥1,800

04-032-226 Mimosa Yellow ¥1,800

ケーキやお菓子などをのせてデザート皿
に。切り身の魚料理にもぴったりです。
積み重ねが良く、場所をとらない 2 4c m
サイズは取皿としてもお使い頂けます。
何枚あっても重宝するうつわです。

racca 15.5cm bowl

racca 19.5cm bowl

racca 19.5cm bowl

racca 15.5cm bowl
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うどん・丼ぶり
ラーメンに

15.5cm ボウル ( 丼ぶり )

サラダ
おかず盛り鉢に

19.5cm ボウル

15.5cm bowl
Φ155×h80

04-042-101 White( 白磁 )

¥2,000

04-042-225 Milky White

¥2,500

04-042-226 Mimosa Yellow ¥2,500

深みのある15.5 cm サイズは 腰 がふっく
らとしたかたちなので市販の袋ラーメン
やうどんもたっぷりと入ります。
うつわを手に持った際女性の方も持ち
やすい高さに設計しています。

19.5cm bowl
Φ195×h60

04-036-101 White( 白磁 )

¥2,500

04-036-225 Milky White

¥3,000

04-036-226 Mimosa Yellow ¥3,000

19.5 cm ボウルはサラダやおかず盛り鉢
など和洋問わず多 様な料理になじみま
す。底面が広くカレーやパスタにも お
使い頂けます。

