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BLUE BOTTLE COFFEE ×BUAISOU
コラボレーションイベントを開催

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：ジェームス・フリーマン）は、
徳島を拠点に活動する藍染集団 BUAISOU とコラボレーションイベントを開催いたします。

Background

企画背景

ブルーボトルコーヒーが大切にすることの１つである「サステナビリ

しいだけでなく、バッグの持つ欠点も包み込む深い魅力が存在しま

ティ」
。店舗で使用するカップや紙袋、コーヒー農家・生産地との連

す。BUAISOU 様のスタジオで生まれる色をまとい、彼らの表現を通

携で、企業として実現していることはあるものの、私たち従業員が

して新たな価値が加わったコラボレーショントートバッグを、ぜひ手

もっと主体的にできることはないかと日々考えています。

に取っていただき、サステナブルな取り組みをお客様と共に作り上
げていけたらと思っています。

今回は、ほんの少しの傷により、販売できずに眠ってしまっているバッ

イベント期間中、BUAISOU 様の取り組み、作品をご体感いただける

グに着目し、その「再生」をテーマに本企画をスタートしました。

展示・販売の他、藍染用品を制作するワークショップを計６回開催い

この企画に賛同いただきました BUAISOU 様の手仕事には、ただ美

たします。ぜひこの機会にお運びください。
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Event Details
1

コラボレーションイベント詳細

「BLUE BOTTLE COFFEE×BUAISOU」

2

トートバッグの販売

販売期間

「BLUE BOTTLE COFFEE×BUAISOU」
̶ 抜染 ̶ ワークショップ

開催日時

4 月 6 日（木）〜9 日（日）

4 月 7 日（金）11:00 〜13:00 ／ 15:00 〜17:00
4 月 8 日（土）9:00 〜11:00 ／ 13:00 〜15:00

販売店舗 ブルーボトルコーヒー 中目黒カフェ

4 月 9 日（日）9:00 〜11:00 ／ 13:00 〜15:00
ブルーボトルコーヒーで販売しているトートバッグはキャンバス布

開催場所

の生成り生地を使用しています。商品の中には生成りの特性上、

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

生地を生産する際の夾雑物が目立つものがあり、バッグとして使

開催数

計 6 回（各回 定員 12 名）

用するには問題ないものの、残念ながら販売にいたらないトート

参加費

5,500 円（税抜）

バッグも存在します。今回BUAISOU 様にこれらのバッグを染色い

※ 参加費には、藍染用品、コーヒー代が含まれます。

ただき、彼らの生み出す色と表現によって新たな価値が加わった

バンダナの場合 別途 1,000 円（税抜）
、
風呂敷の場合 別途 2,000 円（税抜）を頂戴しております。

特別なトートバッグを限定販売することとなりました。ジャパン・
ブルーとも言われる藍の深みのある色合いで、通常シンプルな生
成りでお楽しみいただいている商品に新しい命が吹き込まれまし
た。1つ1 つ丁寧に手仕事で染めたバッグは、全て色合い、風合いが
異なり、世界に 1 つしかないバッグに仕上がっています。

BUAISOU 様のスタジオで染色いただいた 4 種類の藍染用品（コー
スター 2 枚セット／ハンカチ／バンダナ／風呂敷）からお好きなアイ
テムをお選びいただき、Blue Bottle Coffee オリジナルデザインの
抜染プリントをお楽しみいただけます。美味しいコーヒーと共に、

BUAISOU 様の世界を知り、藍染の加工技法の1つである「抜染」を
体験いただけるワークショップです。

お申し込み方法

ワークショップ申し込み特設サイトにて事前受付

http://www.buaisou-i.com/workshopatbbc
お問い合わせ先
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info@buaisou-i.com

「BLUE BOTTLE COFFEE×BUAISOU」

BUAISOU 展示／販売／染色委託

日時

4 月 6 日（木）
〜 4 月 9 日（日）
8:00 〜 19:00

開催場所

※ 初日のみ 12:00 より開催。

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

※ どのアイテムも限られた数のご用意しかございません。ご了承ください。

販売アイテム

BLUE BOTTLE COFFEE×BUAISOU

BLUE BOTTLE COFFEE×BUAISOU
BAGGU トートバッグ《青山》
BLUE BOTTLE ｜ Press Release

販 売 を 行 う他、DYE SERVICE の 委 託 もご 相 談 い た だ けます。

BUAISOU 様の染色でご自身の特別なアイテムが生まれ変わると
※全て税抜き価格
数量限定

ドリッパー トートバッグ

BLUE BOTTLE COFFEE×BUAISOU
BAGGU トートバッグ《清澄》

BUAISOU 様の取り組み、作品をご体感いただける展示、商品の

いう素晴らしい体験も合わせてお楽しみください。

1,900
DYE SERVICE： 長年愛用した服や小物をお持ち込みいただき、

数量限定

8,900

染色サービスを展示会場にて受け付けさせていただきます。コー
ヒーの豆を選ぶように、藍染の色もお好きな色を大まかにお選び
いただけます。

数量限定

8,900

※ 染色可能なもの：天然繊維類
※ 染色委託については前払い、後日発送となります。
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About BUAISOU

BUAISOUとは

渡邉健太（わたなべけんた）と楮覚郎（かじか

らゆうや）を加えた計４名で活動。古き良き日

くお）が 2012 年に設立。阿波藍の産地として知

本の藍文化を守りつつジャパン・ブルーを新

られる徳島県上板町を拠点に、藍の栽培から、

たな機 軸で伝えるべく、商品展開と合わせ、

染 料となる蒅（すくも）造り、藍 染 液の仕 込

ワークショップやアート・インスタレーション

みと染色、製品に仕上げるまでを自らの手で

展示など、幅広く活動を行う。2014 年 5 月〜

一貫して行う。蒅に木灰汁、ふすま、石灰のみ

2016 年 12 月にかけてニューヨークのブルック

を混ぜて発酵させる伝統技法「地獄建て」で

リンにスタジオを設け徳島で造った原料を使

仕込む BUAISOUの藍染液は、布や木などの自

い現地で藍建てを行い、ワークショップや商品

然素材を深く冴えたジャパン・ブルーに染め

販売を行った。

上げ、色移りしないという特徴を持つ。

2017 年、海外ではカリフォルニアを皮切りに、

現在は、結城研（ゆうきけん）
、三浦佑也（みう

広州、台湾でのイベントを予定している。

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

ルコーヒーは「おいしさ」を徹底して追求し
ています。コーヒー生豆は厳しく選別され、

店舗面積

豆によって異なるおいしさのピークに合わ

営業時間

カフェオープンにあたっては、まずロースタ

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

［中目黒カフェ］
〒153-0061
店舗面積

営業時間

［青山カフェ］
〒107-0062
店舗面積
席数

様に新鮮なコーヒーを提供することを実現

営業時間

［品川カフェ］
〒108-0075
店舗面積
席数
営業時間

［ 新宿カフェ］
店舗面積

8席
8:00〜19:00

東京都港区南青山 3-13-14

214m²
80席
8:00〜19:00

〒160-0022

東京都目黒区中目黒 3-23-16

417.78㎡
（カフェエリア：61.49m²）

席数

能な範囲にのみカフェをつくることで、お客
しています。

営業時間

〒135-0023

席数

リーを設け、焙煎したてのコーヒーが配送可

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］

販売する豆や店頭で提 供するコーヒーは、
せてエイジングし、提供しています。

〒106-0032
店舗面積

ルス、東京の 4 都市圏で 32 店舗を展開して
います（2017 年 3 月 24 日現在）
。ブルーボト

［ 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

問い合わせ先

席数

Blue Bottle Coffee Japan合同会社

営業時間

広報担当：齊藤

※ 2017年4月1日より21:30までの営業時間となります。

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

Online Store
https://bluebottlecoffee.jp/shipping

japan_press@bluebottlecoffee.com
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