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ブルーボトルコーヒー 中目黒カフェ
10 月 28 日（金）グランドオープン
5 号店のオープンはアメリカ LA のプレミアムデニムブランド
CITIZENS of HUMANITY とのコラボレーションが決定
限定コラボトートバッグの販売や、写真展「PHOTOGRAPHY EXHIBITION FROM HUMANITY MAGAZINE 」も開催

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

る姿勢、そして自社ファクトリーを持ち、徹底したクオリティへのこ

表：ジェームス・フリーマン）は、国内 5 号店目としてブルーボトル

だわりに共感したこと。また、他社との協業や関わりから生まれる新

コーヒー 中目黒カフェを 10 月28 日（金）にオープンします。オープン

しいクリエイションやサービスをお客様に提案していきたいという、

に際し、LA 発のプレミアムデニムブランドである、CITIZENS of

両者が大切にしている想いの一致もあり、今回オープンニングにて

HUMANITY とのコラーボレーションが決定。同社と作成した中目

コラボレーションさせていただくこととなりました。

黒限定アイテムをご用意し、オープン日当日より販売をスタートする

CITIZENS of HUMANITY とのコラボーレション企画として、

ほか、CITIZENS of HUMANITY が発行するフリーマガジン「HU-

オリジナルのトートバックを数量限定でご用意するほか、オープンを

MANITY MAGAZINE 」の写真展を 10 月 28 日（金）〜10 月 30 日

記念し、中目黒カフェのスタッフが CITIZENS of HUMANITY の

（日）の３日間限定で開催いたします。
今回のコラボレーションは、創業者のジェームス・フリーマンが、

デニムシャツを着用しお客様をお出向かえします。
また、ワークショップスペースでは、CITIZENS of HUMANITY

同じ米国発のブランドであり、日本でも展開を拡大するデニムブラ

が発行するフリーマガジン「HUMANITY MAGAZINE 」の写真展

ンド、CITIZENS of HUMANITY の 発行するフリーマガジン「HU-

〜10 月 30 日（日）の３日間限定で開催いたします。
を 10 月 28 日（金）

MANITY MAGAZINE」のインタビューを受けたことをきっかけに
意気投合し実現しました。CITIZENS of HUMANITY の「パーフェ

さらにブルーボトルコーヒー創業者であるジェームス・フリーマンと、
「HUMANITY MAGAZINE 」のクリエイティブディレクターであ

クトで万能なフィット」というブランドコンセプトから作られるデニ

る、ジェラード フリードマン氏とのトークイベントの開催も予定して

ムの美しいデザイン、常に革新的なデニム作りの可能性に挑み続け

おります。
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Blue Bottle Coffee Nakameguro Cafe
限定アイテム

100 個限定

Shop Info

BLUE BOTTLE COFFEE ×
CITIZENS of HUMANITY

トート バック

2,500

（税抜）

ブルーボトルコーヒー 中目黒カフェは、
「コーヒーを楽しむ人を育てる」というテーマ のもと、カ
フェスペースのみならず、トレーニングスペースやカッピングなどのできるワークショップスペー
スを完備しております。清澄白河ロースタリ−＆カフェにあるロースタリーで焙煎されたコーヒー
豆を使用し、一杯ずつ丁寧に淹れるコーヒーを楽しんでいただくことはもちろん、この土地そして
スペースをいかし、様々なコラボレーションを通じて生まれる新しい接点や、体験を通じ、コーヒー
の新しい楽しみ方を提案してまいります。ブルーボトルコーヒーは、新しいお客様との接点を大切

［ 中目黒カフェ］
〒153-0061
東京都目黒区中目黒 3-23-16
店舗面積
オープン
席数
営業時間

417.78 ㎡
2016 年 10 月 28 日オープン
8席
8:00~19:00

にしながら、地元の方たちの日々の暮らしに根ざしたお店づくりを目指してまいります。

SPECIAL EVENT

イベントについて

写真展

トークイベント

カ ル チャー＆イン タビ ュー・フリー マ ガ ジ ン「HUMANITY MA-

中目黒カフェオープンと「HUMANITY MAGAZINE 」の日本版の展

GAZINE 」の写真展を開催いたします。ブルーボトルコーヒー創業者

開を記念し、ブルーボトルコーヒー創業者ジェームス・フリーマンと、

ジェームス・フリーマンのインタビュー記事や写真、Alicia Keys 、

CITIZENS of HUMANITY のフリーマガジン「HUMANITY MA-

Quincy Jones、Metallica な ど「HUMANITY MAGAZINE 」最

GAZINE 」のクリエイティブディレクターである、ジェラード フリー

BLUE BOTTLE COFFEE ×
CITIZENS of HUMANITY

PHOTOGRAPHY EXHIBITION
FROM HUMANITY MAGAZINE

新号に登 場する人々や、Yoko Ono 、Courtney Love 、Anthony

ドマン氏とのトークイベントを開催いたします。

Kiedis などアーカイブ号で紹介した世界で活躍する人々のポート

※ 詳しい詳細やお申込み方法は、後日ブルーボトルコーヒーの

レートを展示いたします。

インスタグラムより告知する予定です

開催期間
開催時間
開催場所

10月 28 日（金）〜10月 30 日（日）
8 時〜19 時（19 時クローズ）

開催日時

ブルーボトルコーヒー中目黒カフェ

開催場所

開催時間

ワークショップスペース

10 月 26 日（水）
17 時〜18 時
ブルーボトルコーヒー中目黒カフェ
ワークショップスペース

今後もワークショップスペースでは、
コーヒーをお客様に楽しんで頂けるような様々なイベントの開催を予定しております。

HUMANITY MAGAZINE

BLUE BOTTLE ｜ Press Release

CITIZENS of HUMANITY HUMANITY MAGAZINEとは
クリエイションとは人との関わりにより、刺激さ

サーファー、スノーボーダー、シェフ等をフィー

れ広がっていくと考えるブランドの精神と共鳴

チャーし、人生、仕事、家族の話などを美しい写

する人物のインタビューを紹介するインタビュー

真やイラストと共にお届けします。このマガジン

＆カルチャー・フリーマガジン。

は、BOOKMARC 、PARIS の Colette 、NY の

世界で活躍する様々な分野の人…ミュージシャ

ACE HOTEL、MILANの10 Corso Comoなど

ン、アーティスト、フォトグラファー、モデル、

の厳選された 70カ所で配布されております。
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CITIZENS of HUMANITY

CITIZENS of HUMANITYとは

2003 年にデニム界の大御所ジェローム・ダー

品質、洗練されたデザインとフィット感、ウォ

LONDON、ドイツ、東京、トロントなど、世界

ハンがスタートさせた LA のプレミアムデニム

ッシュ加工へのこだわりは、
「パーフェクトで

35 カ国 1300 以上のラグジュアリー・リテー

ヴィンテージデニ
ブランド。コレクションは、

万能なフィット」というコンセプト の下、長年

ラーで販売されています。

ムとオーセンティックなワークウェアへの情熱

の経験から得た卓越した職人技により実現さ

と知識をベースに、クラシックな 要素を残し

れています。デザインと生産は、全て LA の自

ながらも、時代に合ったフィット、ファブリッ

社工場で行なわれ、現在年間 100 万本以上が

ク、ディテールを特 徴としています。優れた

生産されています。現在、LA 、NY 、MILAN、

問い合わせ先

CITIZENS of HUMANITY

PR担当：加藤

About Blue Bottle Coffee

rkato@citizensofhumanity.com

080-1310-3198

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 28 店舗を展開して
います（2016 年 10 月現在）
。
ブルーボトルコーヒーは「おいしさ」を徹底

［清澄白河ロースタリー＆カフェ］
〒135-0023
店舗面積

して追求しています。コーヒー生豆は厳しく

席数

選別され、カフェで販売する豆は、焙煎され

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

〒107-0062
店舗面積

お客様に新鮮なコーヒーを提供することを

営業時間

Blue Bottle Coffee Japan合同会社
広報担当：齊藤

［ 六本木カフェ］
〒106-0032
店舗面積
席数
営業時間

東京都港区六本木 7-7-7

138 . 91 ㎡
27 席
8:00〜20:00

［品川カフェ］

席数

問い合わせ先

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

〒108-0075

［青山カフェ］

送可能な範囲にのみカフェをつくることで、
実現しています。

東京都江東区平野 1-4-8

東京都港区南青山 3-13-14

214 m²
80席
8:00〜19:00

店舗面積
オープン

東京都港区港南 2-18-1
165 . 80 ㎡
2016 年秋オープン予定

Online Store
bluebottlecoffee.jp/shipping

［ 新宿カフェ］
〒160-0022
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

japan_press@bluebottlecoffee.com
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