vol.21
July 28 , 2016

プリウス試 乗キャンペーン企画
「TRY！PRIUS 」とのコラボレーションを開始

〜プリウスの乗り心 地を再 現した、プリウス試 乗味コーヒーを開発〜
ブルーボトルコーヒージャパン合同会社（本社：東京都江東区、代表：ジェームス・フリーマン）は、
トヨタ「プリウス」の、試乗促進を目的としたキャンペーン企画
「 TRY! PRIUS 」とコラボレーションし、7 月 29 日（金）
〜 8 月 31 日の期間限定にて、
プリウスの乗り心地を再現した「プリウス試乗味コーヒー」を開発いたしました。

About TRY!PRIUS Coffee

プリウス試乗味コーヒーとは

ブルーボトルコーヒーが誇るコーヒープロフェッショナル、QC（クオ

プリウスの スムース な走り、 クリア

な視界、 クリーン な

リティコントロール）マネージャーのケビン・サクストン、ロースタ

フォルム、をインスピレーションに、コロンビア産とエチオピア産の

ーの山本健太、バリスタ・トレーナーの藤岡響の 3 名がプリウスに試

2 つの豆を、 ハイブリッド ブレンド。約 1 か月間の試行錯誤を経て、

乗し、その走りや乗り心地を体感し、試乗した感覚をコーヒーの味に

完成いたしました。

再現いたしました。なめらかな走りやしっかりとした加速感、助手席

店舗ではアイスコーヒーのみの提供ですが、数量限定で販売する

や後部座席の快適さ、プリウスならではの低燃費を、組み合わせる

豆自体はホットもアイスもお楽しみいただけます。まるでプリウスに

コーヒー豆の割合や焙煎度合いで表現。

乗っているかのような（？）不思議な味わいを、ぜひご体験ください！
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Product Line-Up
1

販売概要

プリウス試乗味コーヒー
アイスコーヒー

販売期間： 7 月 29 日（金）〜 8 月 31 日（水）
販売店舗： BLUE BOTTLE COFFEE
清澄白河ロースタリー & カフェ、青山カフェ、新宿カフェ
販売個数： 各店舗 1 日 25 杯限定
販売価格： ￥500（税抜）

2

プリウス試乗味コーヒー
コーヒー豆（200g）

販売期間： 7 月 29 日（金）〜
販売店舗： BLUE BOTTLE COFFEE
清澄白河ロースタリー & カフェ、青山カフェ、新宿カフェ
オンラインストア（bluebottlecoffee.jp/shipping)
販売個数： 1,000 袋限定 ※各店舗１日約 10 袋限定販売予定
販売価格： ￥1,500（税抜）

3

TOYOTA × BLUE BOTTLE COFFEE
マグ

販売期間： 7 月 29 日（金）〜
販売店舗： BLUE BOTTLE COFFEE
清澄白河ロースタリー & カフェ、青山カフェ、新宿カフェ
オンラインストア（bluebottlecoffee.jp/shipping)
販売個数： 240 個限定
販売価格： ￥2,000（税抜）

BLUE BOTTLE ｜ Press Release

02

vol.21
July 28 , 2016

About TRY!PRIUS

「TRY!PRIUS 」について

製作過程をお楽しみ頂けるウェブムービーをキャンペーンサイトで公開しています。

トヨタが展開する、プリウスの試乗促進を目

プリウス を 体 感 い た だ き たいという思 い

的としたイベント・キャンペーンです。今回は、

から、
「BLUE BOTTLE COFFEE」をお選び

試乗から生まれたコンテンツにより、 五感

いただきこのコラボレーションが実現しま

を通じてプリウスの走りや乗り心地を疑似

した。今後も、
噛んで、
読んで、
聴いて…など、

体験していただく様々なコレボレーション

続 々と新 たな 疑 似 体 験コンテンツを 展 開

企画を展開。その第一弾として、 飲んで

予定です。

About Blue Bottle Coffee

「TRY!PRIUS」キャンペーンサイト

http://toyota.jp/prius/cp/tryprius/

ブルーボトルコーヒーとは

ブルーボトルコーヒーは、2002 年にジェー
ムス・フリーマンによって創設され、現在は

Shop Info

ブルーボトルコーヒー

サンフランシスコ、ニューヨーク、ロサンゼ
ルス、東京の 4 都市圏で 26 店舗を展開して

［清澄白河ロースタリー＆カフェ］

います（ 2016 年 7 月現在）
。

〒135-0023

ブルーボトルコーヒーは「おいしさ」を徹底

店舗面積

して追求しています。コーヒー生豆は厳しく
選別され、カフェで販売する豆は、焙煎され

席数
営業時間

てから 48 時間以内の豆のみを店頭に並べま
す。カフェオープンにあたっては、まずロー
スタリーを設け、焙煎したてのコーヒーが配
送可能な範囲にのみカフェをつくることで、
お客様に新鮮なコーヒーを提供することを
実現しています。

60m²（カフェエリア）
181m²（焙煎エリア）
8席
年中無休 8:00〜19:00

［青山カフェ］
〒107-0062

Blue Bottle Coffee Japan合同会社
広報担当：齊藤

東京都港区南青山 3-13-14

席数

214 m²
80席

営業時間

年中無休 8:00〜19:00

店舗面積

［ 新宿カフェ］
〒160-0022

問い合わせ先

東京都江東区平野 1-4-8

店舗面積
席数
営業時間

東京都新宿区新宿 4-1-6

155 . 19 m²
45 席
8:00〜22:00

［ 六本木カフェ］
〒106-0032
店舗面積
オープン

東京都港区六本木 7-7-7
138 . 91 ㎡（ 42 . 02 坪）
2016 年下期

［ BLUE BOTTLE COFFEE
̶ POP UP STORE ̶
EN ROUTE FUTAKOTAMAGAWA］
〒158-0094 東京都世田谷区玉川 1-14-1
二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 1F
営業時間 10:00〜20:00（EN ROUTE
FUTAKOTAMAGAWAは
通常通り21:00閉店）
開催期間 2016 年 7 月25 日（月）〜
8 月31 日（水）

Online Store
bluebottlecoffee.jp/shipping

japan_press@bluebottlecoffee.com
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