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ブルーボトルコーヒー関西初出店！
京都・南禅寺エリアに 3 月23 日（金）オープン
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）は 2018 年 3 月 23 日（金）
、
国内 8 店舗目で関西初となる「ブルーボトルコーヒー 京都カフェ」を、
美しい山間の風景に調和する臨済宗南禅寺派大本山の寺院 南禅寺 エリアにオープンいたします。

ブルーボトルコーヒーは 16 年前の創業当初から米国及び日本におい

体験ください。

て、地域に根差した店作りを目指すべく、出店する地域の歴史や文

さらに「ブルーボトルコーヒー 京都カフェ」は、国内で抱えるカフェ

化への敬意を込めて、出店先やカフェのコンセプトを定めてまいりま

の中でも最大面積を誇ります。もともとの建物の設計を活かした 2 棟

した。今回も大丸松坂屋百貨店とのご縁で京都の歴史的建築物に

で構成し、
「コーヒーの楽しさをもっと身近に」をテーマに 4 つの空間

出会ったことから、出店する運びとなりました。

が広がります。正面手前から奥に向かって、オリジナルアイテムを展

「ブルーボトルコーヒー 京都カフェ」は、築 100 年を超える 2 層構造

示販売するショップスペース、好みのコーヒーを見つけていただける

の伝統的な京町屋をリノベートしたものです。重厚な柱や梁が整然

カッピングスペース、テラス席をご用意した中庭、そしてカフェスペー

と組まれた美しい骨組み、荒々しいながらも趣深く剥き出しになった

スと並びます。

土壁など、既存の建物を生かした演出が随所でお楽しみいただけま

歴史情緒溢れる街並みに溶け込むように佇む「ブルーボトルコーヒー

す。また、京町屋の風情溢れる空間を残しつつも、そこに新たな価値

京都カフェ」
。晴れた日や散策途中にホッと一息つきたい時には、四

を加えてブルーボトルコーヒー特有の様式美や空間美を表現いたし

季折々の表情をみせる中庭やカフェスペースで、注文を受けてから

ました。自然光が差し込む大きなガラス窓や、高い吹き抜けの天井、

一杯ずつ丁寧に淹れるドリップコーヒーと毎日キッチンで焼き上げる

その広々とした空間を活かした照明など、開放感溢れる世界観をご

ペイストリーを堪能しに、ぜひお運びください。
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01

vol.36
Feb 28, 2018

BLUE BOTTLE COFFEE KYOTO CAFE DESIGN

豊かな自然と調和した南禅寺参道に並ぶ、重厚な木造建築の佇まいが魅力的な「ブルーボトルコーヒー 京都カフェ」の空間デザインは、これ
までの店舗同様に、スキーマ建築計画の長坂常氏が担当いたしました。
江戸時代中期に形成された建築様式、京町屋の特性を活かしながら、ブルーボトルコーヒーならではの開放感溢れる空間にリノベートしたカ
フェには、懐かしさを誘うノスタルジックな趣と機能的な美しさが共存いたします。荒々しいながらも趣深く剥き出しになった土壁や竹小舞、
間接照明の光が照らし出す吹き抜け部分の躯体（梁や柱）など、既存の建物を活かしたモダンな演出にぜひご注目ください。

カフェスペース

Shop Info

カフェスペースには、大きな窓から自然光が差し込む明るくて心地よい空間
が広がります。天井には、古き良き京町屋ではあまり見ることのないネオン
のライトを配置。ブルーボトルコーヒー特有のモダンな要素が光ります。
また、バリスタがお客様一人ひとりをお迎えするバーカウンターの奥には、
ペイストリーキッチンを併設いたしました。人気メニューのワッフルや焼き立
てのクッキーを、香りとともにお楽しみください。

中庭
砂利の敷かれた中庭には、春から夏にかけての新緑や秋に色づく紅葉など、
四季折々の自然に包まれながら特別なひとときを過ごすことができるテラス
席をご用意いたしました。屋根があるスペースも併設していますので、雨の
日には雨音を楽しみながらコーヒーを片手に休憩していただけます。

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release

［ 京都カフェ］
〒606-8437 京都府京都市左京区南禅寺草川町 64
店舗面積
座席数
オープン
営業時間

452.98 ㎡（カフェエリア 64.98 ㎡）
44 席
2018 年 3 月 23 日（金）
8:00~18:00
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KYOTO CAFE EXCLUSIVE ITEMS

※ 価格は全て税抜表記

「ブルーボトルコーヒー 京都カフェ」でしか手に入らない限定アイテムをオープン日当日、3 月 23 日（金）より販売いたします。

京都カフェ限定サコッシュ登場！

日本初上陸アイテムも！
オープンを記念して 1 ヶ月限定販売
出店先の地域を拠点に活動するアーティストや職人にフォーカスした
プロジェクト「サポートローカル」の一環で発売したアイテムを 3 つ、

3 月 23 日 ( 金 ) から 1 ヶ月、京都カフェの店頭に限定登場いたします。
※ 在庫無くなり次第、販売終了

トラベル サコッシュ

1

2

3

1,850 円

京都カフェのオープンを記念して、トラベル サコッシュが京都カフェ
限定で登場いたします。季節ごとに異なる表情を見せる、昔ながらの
街並みと文化があふれる歴史の街「京都」には、街歩きをしたくなる
場所がたくさんあります。コーヒーを片手に散策したり、サイクリン
グしたりしていただきたいという思いを込めて、サコッシュをご用意
いたしました。今春はサコッシュと一緒にお出掛けしてみては。

1. コーヒーキャニスター KIRI BOX

3,900 円

日本では現在オンラインストアのみで購入可能で、コーヒー豆の保存
。ブランドカラーの
にぴったりな「コーヒーキャニスター KIRI BOX」

復活！オープンを記念して 1 ヶ月限定販売！

ブルーをアクセントに用いたデザインがうれしい、関根桐材店とコラボ
レートしたこちらの商品は、一つひとつが職人の手仕事によって作ら
れています。

※在庫無くなり次第、
販売終了

2. BENTO BAG

2,800 円

サンフランシスコ・ベイエリアを拠点に置くテキスタイルブランド
「Ambatalia」の創設者 Molly とコラボレートした「BENTO BAG」
が日本に初上陸いたします。一回限りではなく、長く使用していただ
きたいという想いを軸に、日々の暮らしに寄り添うアイテムを生み出
す彼女のデザインと、ブランドカラーのブルーで施したステッチが
ポイントです。

オリジナル ニットキャップ

1,600 円

日本上陸時に限定販売した「オリジナル ニットキャップ」が京都カフェ

3. FLOWER VASE

6,000 円

のオープンを記念して、再上陸。3 月 23 日（金）から 1 ヶ月、期間限

アメリカで販売した「FLOWER VASE（フラワー ヴェース）
」が日本

定販売いたします。100% コットンのニットキャップは、肌馴染みが

に初上陸いたします！ニューヨークで活動を開始した Ariela Kuh が

良いのが特徴です。ベーシックなフォルムにブルーのボトルをワンポ

手掛けたセラミック製の花瓶は、ろくろを回して手作業で一点ずつ作

イントあしらったニットキャップは、さまざまなシーンで活躍しそう

られているのが特徴です。毎日の食卓をすてきに彩る花瓶をぜひお楽

な予感。この機会にぜひ、お買い求めください。

しみください。

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release
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SUSTAINABLE PROJECT

※ 価格は全て税抜表記

ピンバッジ
（ 2 種セット・550 円）

ブルーボトルコーヒーは地域に根ざした店作りを目指すとともに、出店
先の地域を盛り上げ、地域とともに成長することを大切に考えるため、
その都度さまざまなアクションを取ってまいりました。
今回は、京都の歴史や伝統的な文化の継承及び発展に貢献したいという
願いを込めて、
チャリティ活動を実施いたします。
「ブルーボトルコーヒー
京都カフェ」のオープンを記念したオリジナルピンバッジ 2 種をセット
販売し、その売り上げ金は全額、京都が取り組むさまざまな保全・継承
プロジェクトに役立てられます。
アイコニックなボトルマークのデザインとブルーボトルカラーを採用し
たデザインをお楽しみください！

FOOD MENU

「グリーン
「ブルーボトルコーヒー 京都カフェ」では 3 月 23 日（金）から、

アメリカから輸入したバニラビーンズを贅沢に使用した生地を、オー

ティーミント クッキー」を先行販売いたします。京都カフェのオープン

ダーをいただいてから丁寧に焼き上げるリエージュワッフル。カカオ

を記念して開発したこちらの商品は、和素材である抹茶と、さまざまな

70% のチョコレートを用いたほどよい甘みと苦味が味わえるチョコレー

種類のハーブから選び抜いたフレッシュなミントを掛け合わせたミニ

トチップ クッキー。シンプルでありながら滋味深い味わいが特徴でヨー

クッキーです。抹茶とミントは意外な組み合わせですが、すっきりとし

グルトとミルクとの相性もぴったりなグラノーラ。チーズの風味、ドラ

たクリアな味わい、爽やかな余韻、ふわっとした食感が特徴で、クセに

イトマトの酸味、パセリのやさしい香りのバランスが絶妙なスコーン

なる美味しさです。お好みのコーヒーと一緒にぜひお楽しみください。

（チーズ & トマト）など。コーヒーとの相性を考えて開発された、手作り

また、ブルーボトルコーヒーの定番メニューも関西に初上陸いたします。

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release

のペイストリーは充実したラインアップでお届けいたします。
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ABOUT BLUE BOTTLE COFFEE

ブルーボトルコーヒーは 2002 年に、創業
者のジェームス・フリーマンによって、ア

ブルーボトルコーヒー

Shop Info

メリカ・カリフォルニアで誕 生しました。
デリシャスネス、ホスピタリティ、サステ
イナビリティを信念に掲げながら、徹底的
に追求したおいしいコーヒーを提供してま

［ 清澄白河ロースタリー＆カフェ ］
〒135-0023
店舗面積

いりました。また、自社のロースタリーか

席数

ら焙煎したてのコーヒーを配送可能な地域

営業時間

にのみカフェをオープンすることで、おい
しさのピークに合わせてエイジングした
コーヒー豆の販売を行っています。現在は、
サンフランシスコ、ニューヨーク、ロサン
ゼルス、ワシントン D.C.、マイアミ、ボス
トン、東京の 7 都市圏で 50 店舗を展開し
ています（2018 年 2 月 28 日現在）
。

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

［ 青山カフェ ］
〒107-0062
店舗面積
席数
営業時間

東京都港区南青山 3-13-14

214m²
80 席
8:00〜19:00

［ 中目黒カフェ ］
〒153-0061
店舗面積

（カフェエリア：61.49m²）
席数
営業時間

〒160-0022
席数
営業時間

［ 品川カフェ ］
〒108-0075
店舗面積
席数
営業時間

東京都新宿区新宿 4-1-6

155.19m²
45 席
8:00〜21:30

［ 六本木カフェ ］

広報担当

japan_press@bluebottlecoffee.com
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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）

［ 三軒茶屋カフェ ］
〒154-0024

〒106-0032
店舗面積
席数
営業時間

東京都世田谷区

三軒茶屋 1-33-18
店舗面積
席数

Blue Bottle Coffee Japan合同会社

8席
8:00〜19:00

［ 新宿カフェ ］
店舗面積

問い合わせ先

東京都目黒区中目黒 3-23-16

417.78 ㎡

営業時間

93.97m²
33 席＋テラスエリア
8:00〜19:00

東京都港区六本木 7-7-7

138.91 ㎡
27 席
8:00〜20:00

Online Store
https://bluebottlecoffee.jp/shipping
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