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ブルーボトルコーヒー オリジナルの新ドリッパー

BLUE BOTTLE COFFEE DRIPPER を
12 月 5 日（月）より日米同時発売開始
発売を記念し、中目黒カフェで 12 月 4 日（日）に
先行発売＆お披露目イベント「Blue Bottle Coffee New Dripper Launch Day」を開催

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、代表：

オリジナルデザインのドリッパーが完成しました。薄くて軽い、緻密

ジェームス・フ リーマン）は、自社で研究・開発を行ったオリジナルの

なデザインは、400 年続く有田焼の陶器ブランド 久右エ門（きゅう

新ドリッパー BLUE BOTTLE COFFEE DRIPPER を 12 月 5 日（月）

えもん） の熟練の職人の手により実現されました。

より日米の全店舗ならびにオンラインストアで販売開始いたします。

今回このドリッパー開発に合わせて、ブルーボトルコーヒーオリジナ

世の中にはさまざまなドリッパーが存在しますが、私たちブルーボ

ルのペーパーフィルターも開発。ドリッパーの特徴を生かしデザイン

トルコーヒーは、
「カフェはもちろん、私たちの考える美味しいコー

されただけでなく、使用する素材にもこだわりました。フィルターの

ヒーをもっと気軽にご自宅でも楽しんでほしい」、
「お客様のご自宅

素材には、竹パルプを適切な割合で配合したことで湯通しの必要が

での体験をもっと豊かにしたい」という想いから、米国の MIT（マサ

ありません。その結果、ドリッパーと合わせて利用いただくことで、

チューセッツ工科大学）出身のメンバーがいる研究チームの協力の

より短い時間でおいしいコーヒーの抽出を行うことができます。さら

もと、オリジナルのドリッパーを開発いたしました。

に各カフェでコーヒーを抽出する際に使用しているカラフェも、この

構想期間 5 年。研究開発に 1 年。70 個以上のプロトタイプを経て完成

ホリデーシーズンより商品としてご用意いたしました。ご自分用には

したオリジナルドリッパー。開発にあたり、美味しいコーヒーを抽出

もちろん、クリスマスのプレゼントにもオススメです。今年の冬は、

するために不可欠な水の「流れ」に着目し、コーヒーがカップまで、

ブルーボトルコーヒーのこだわりのコーヒーグッズと共に、ご自宅で

スムーズに一定のスピードで流れるために必要な形状や構造にまで

も、新しいコーヒー体験をお楽しみください。

こだわり、より安定して美味しいコーヒーを抽出することが可能な
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Blue Bottle Coffee New Dripper Launch Day
発売に先駆け、新しいオリジナルドリッパーの発売を記念し、

12 月 4 日（日）に中目黒カフェで、先行発売＆お披露目イベン
トを開催いたします。当日は新ドリッパーで淹れたコーヒー
を一足早く味わっていただきながら、11 月 30 日から販売を
スタートするチョコレートオレンジ パウンドケーキのミニサ
イズも特別にお楽しみいただけます。MIT のテクノロジーと
日本の職人技が集結して完成した新しいドリッパーで淹れた
コーヒーをぜひ体験しにお越しください。

New Products

先行発売＆お披露目イベント

2016 年 12 月 4 日（日）11:00 〜 17:00
場所：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（東京都目黒区中目黒 3-23-16）
※フリーエントランス制、開催時間中出入り自由。
新ドリッパーで淹れたコーヒーを一足早く味わっていただきながら、11 月 30 日から販売を
スタートするチョコレートオレンジ パウンドケーキのミニサイズも特別にお楽しみいただ
けます。また、当日は全ブルーボトルコーヒー店舗での販売より一足早く、新しいドリッ
パーや専用のペーパーフィルターなどをお買い求めいただけます。

全ブルーボトルコーヒー店舗と、オンラインストアにて12/5（月）より発売を開始いたします。

ブルーボトルコーヒー ドリッパー
（BLUE BOTTLE COFFEE DRIPPER）

2,300 円

（税抜）

ブルーボトルコーヒーの考える「美味しさ」を表現するために
開発されたオリジナルのドリッパーです。

MIT（マサチューセッツ工科大学）出身の研究者たちと共に、
構造、形状、流れに着目してデザインしたドリッパー。
佐賀県有田焼の職人技がこの繊細なデザインを実現しました。

ブルーボトルコーヒー コーヒーフィルター
（BLUE BOTTLE COFFEE COFFEE FILTERS）

450 円

（税抜）

ブルーボトルコーヒー オリジナルのコーヒーフィルターです。
ドリッパーの形状にあわせたフィルターは折るなどの準備の手間がなく、
また、竹パルプを適切な割合で配合しているため、
湯通しの必要はありません。

コーヒーカラフェ
（COFFEE CARAFE）

1,800 円

（税抜）

ドリップコーヒーを抽出するために設計され、
ブルーボトルコーヒーの店頭で、バリスタが使用しています。
これまでお客様から販売して欲しいとリクエストの一番多かった
この商品。ご自宅でコーヒーを淹れる時間をより一層お楽しみいただける
ように、今ホリデー時期から販売を開始いたしました。
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About Blue Bottle Coffee

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

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

Shop Info

ブルーボトルコーヒーは「おいしさ」を徹底

〒135-0023
店舗面積

てから 48 時間以内の豆のみを店頭に並べま

席数
営業時間

東京都江東区平野 1-4-8
60m²（カフェエリア）
181m²（焙煎エリア）
8席
8:00〜19:00

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、

営業時間

［中目黒カフェ］
〒153-0061
店舗面積

〒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

席数

実現しています。

営業時間

営業時間

［品川カフェ］
〒108-0075
店舗面積
席数

Blue Bottle Coffee Japan合同会社
広報担当：齊藤

japan_press@bluebottlecoffee.com
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〒160-0022
店舗面積
席数
営業時間

8席
8:00〜19:00

東京都港区南青山 3-13-14

214m²
80席
8:00〜19:00

営業時間

［ 新宿カフェ］
問い合わせ先

東京都目黒区中目黒 3-23-16

417.78㎡
（カフェエリア：61.49m²）

席数
［青山カフェ］

東京都港区六本木 7-7-7

138.91 ㎡
27 席
8:00〜20:00

席数
［清澄白河ロースタリー＆カフェ］

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

〒106-0032
店舗面積

ルス、東京の 4 都市圏で 29 店舗を展開して
います（2016 年 12 月 1 日時点）
。

［ 六本木カフェ］

東京都新宿区新宿 4-1-6

155.19m²
45 席
8:00〜22:00

東京都港区港南 2-18-1
165.80 ㎡
27 席
平日 8:00〜22:00
土日祝日 10:00〜22:00

Online Store
https://bluebottlecoffee.jp/shipping
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