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ブルーボトルコーヒー神戸カフェ、
神戸・旧居留地に7月20日（金）オープン

̶オープンに先駆けて大丸神戸店でPOP UP STOREを開催̶

ブルーボトルコーヒーは 7月20日（金）、西洋
の文化や習慣を積極的に受け入れながら進

化を遂げてきた、歴史と革新が共存する街、

神戸・旧居留地に「ブルーボトルコーヒー神戸

カフェ」をオープンする運びとなりました。

明治期の神戸開港により外国人居留地とし

て形成されたエリアには今尚、往時の面影

を色濃く残すレトロな洋館が立ち並び、ヨー

ロッパの街角を彷彿とさせる美しい景観が

広がります。「ブルーボトルコーヒー神戸

カフェ」も、異国情緒あふれる空間に溶け込

む、クラシカルな石造りのファサードを特長

とする建物内に位置します。豊かな自然が

広がる六甲山や神戸の美しい夜景を堪能で

きるベイエリアなど、さまざまな表情を持つ

神戸の観光スポットへのアクセスも良い

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 7月20日（金）、
関西 2号店で国内9店舗目となる「ブルーボトルコーヒー神戸カフェ」を

神戸・旧居留地にオープンいたします。

ため、ショッピングや観光の合間にぜひお立

ち寄りいただき、注文を受けてから一杯ず

つ丁寧に淹れるフレッシュなコーヒーや手作

りのペイストリー（焼き菓子）、神戸限定の

メニューをお楽しみください。

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。白を基調にした店内の中央に

は、ナチュラルで柔らかな輝きを放つ真鍮素

材の櫓を組み上げたコーヒーバーカウンター

を設置。また、さまざまな人々が行き交うこ

のエリアにふさわしく、一人ひとりが目的や

気分に合わせて席をお選びいただけるよう

にと、ゆったりお過ごしいただけるソファ席

や気軽に立ち寄れるハイテーブル席を 63 席
ご用意いたしていますので、家族や友人との

［神戸カフェ］
〒650-0039 神戸市中央区前町 1
店舗面積 217.8㎡
座席数 63席
オープン 2018年 7月20日（金）
営業時間 8:00~19:00

会話を楽しんだり、読書をしたりと思い思い

の時間をお過ごしいただけます。

コーヒーの文化をいち早く日本で築き上げ

「コーヒーの街」としても親しまれる神戸。

ブルーボトルコーヒーはこの新たな街で、お

いしいコーヒーとペイストリーをご提供しな

がら、地域で出会うお客様との接点を大切

にし、地元の人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。
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神戸カフェ先行販売

「コールドブリュー コーヒーゼリー」

神戸カフェのオープンを記念して 7月 20日（金）から、透明感のある見
た目も涼しげな「コールドブリュー コーヒーゼリー」が期間限定で登場
いたします。熱を加えずに長時間かけてゆっくりと水で抽出した、角の
ないまろやかな口当たりを特長とするコールドブリュー（水出しアイス
コーヒー）をゼリーにしたこちらの商品には、クリーミーでなめらかな自
家製パンナコッタを合わせました。気温が高まるこれからの季節にうれ
しい、コールドブリューならではのスッキリとした風味と味わいとともに、
透明感のある美しい色合いもお楽しみください。

神戸カフェ メニュー

ブルーボトルコーヒーの人気メニューが神戸カフェにも登場いたします。
ラインアップは、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 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 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 グルトとミルクとの相性もぴったりな「グラノーラ」
など。お好みのコーヒーとご一緒に、手作りのフレッシュなペイストリー
をぜひお楽しみください。

BLUE BOTTLE COFFEE KOBE CAFE MENU

関西限定販売

「グリーンティーミント クッキー」

京都カフェのオープンを記念して開発したスペシャルメニュー「グリー
ンティーミント クッキー」が、神戸カフェのオープンを皮切りに、関西
限定メニューに生まれ変わります。
宇治 利招園茶舗の抹茶とさまざまな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クッキーのすっきりとした味わい、
爽やかな余韻、ふわっとした食感をこの機会にぜひお楽しみください。

280円

200円

※価格は全て税抜表記

ブルーボトルコーヒーでは、コーヒーとの相性を考えて開発された、手作りのペイストリーを充実したラインアップでお届けしています。

また、神戸カフェのオープンを記念して、これからの季節にうれしい新メニューも登場いたします。

身体にやさしいオーガニックの食材を使用したこだわりのメニューを、コーヒーと一緒にお楽しみください。
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神戸カフェ限定・数量限定販売

「ブルーボトルコーヒー トラベルマグ （ステンレス）」

ブルーボトルコーヒーとMiiR がコラボレートした「ブルーボトルコー
ヒー トラベルマグ」に、神戸カフェ限定デザインが仲間入りします。
ボトルマークをあしらったステン素材のマグカップは、二重壁真空断熱
技術を採用しているため水滴がつきにくいのが特徴で、温かい飲み物は
高温に、冷たい飲み物は低温に保ってくれます。自宅や職場はもちろん、
アウトドアを始めとするさまざまなシーンでご利用いただけます。美し
い自然を育む神戸を観光する際にもぜひ、おいしいコーヒーを入れて
ご活用ください。

「ブルーボトルコーヒー神戸カフェ」のオープンを記念して、2つの商品を発売いたします。
カフェのキー素材である真鍮からインスピレーションを得て、洗練した金属で表現したトラベルマグとケトル。

色や素材の違いを楽しみながら、充実したコーヒーライフをお送りください。

BLUE BOTTLE COFFEE KOBE CAFE ITEMS

BLUE BOTTLE COFFEE KOBE POP UP STORE

神戸カフェ限定販売

「スタッグ ミニ ポアオーバー ケトル（カッパー仕上げ）」

デザインと機能性を兼ね揃えたサンフランシスコ発祥のケトルブラン
ド「フェロー」とコラボレートした、ブルーボトルコーヒー限定仕様の
ケトルが数量限定で登場いたします。カッパー仕上げを施したステン
素材の本体に、メープルウッドの木製ハンドルを組み合わせた、洗練
された美しいデザインが特徴のケトルで、充実したコーヒータイムを
お過ごしください。ポアオーバーに最適な湯量をコントロールしながら
注げるように設計されているので、おいしい一杯のコーヒーを実現
いたします。

3,900円

22,000円

※価格は全て税抜表記

ブルーボトルコーヒーは「ブルーボトルコーヒー神戸カフェ」のオープンに先駆けて、
6月 23日（土）～ 7月 8日（日）の期間中、大丸神戸店で POP UP STOREを開催いたし
ます。ショッピングがてらにお立ち寄りいただき、すっきりとした味わいの中にもコクが
ある水出しアイスコーヒー「コールドブリュー」や、チコリで風味付けしたコールドブリュー
にミルク、ケーンシュガーを合わせたオリジナルのミルクコーヒー「ニューオリンズ」を
お楽しみください。また、この季節にしか手に入らない夏季限定のコールドブリュー缶も
登場いたします。この機会にぜひ、普通の缶コーヒーとは一味違うクリアな味わいを体験
ください。

Shop Info

［BLUE BOTTLE COFFEE POP UP STORE］
〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町 40
開催場所 大丸神戸店 トアロード玄関横
開催期間 2018年6月23日（土）～7月8日（日）
営業時間 10:00~20:00
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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、創業者
のジェームス・フリーマンによって、アメリカ・ 
カリフォルニアで誕生しました。創業以来、

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いりま

した。また、自社のロースタリーから焙煎し

たてのコーヒーを配送可能な地域にのみ

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、
京都で 54店舗を展開しています (2018年 
6月21日 現在 )。

［ 清澄白河ロースタリー＆カフェ ］
〒135-0023　東京都江東区平野 1-4-8
店舗面積 60m²（カフェエリア）
 181m²（焙煎エリア）
席数 8席
営業時間 8:00～19:00

［ 青山カフェ ］
〒107-0062　東京都港区
南青山 3-13-14
店舗面積 214m²
席数 80席
営業時間 8:00～19:00

［ 新宿カフェ ］
〒160-0022　東京都新宿区新宿 4-1-6
店舗面積 155.19m²
席数 45席
営業時間 8:00～21:30

［ 六本木カフェ ］
〒106-0032　東京都港区六本木 7-7-7
店舗面積 138.91㎡
席数 27席
営業時間 8:00～20:00

［ 中目黒カフェ ］
〒153-0061　東京都目黒区中目黒 3-23-16
店舗面積 417.78㎡
 （カフェエリア：61.49m²）
席数 8席
営業時間 8:00～19:00

［ 品川カフェ ］
〒108-0075　東京都港区港南 2-18-1
店舗面積 165.80㎡
席数 27席
営業時間 8:00～22:00（平日）
 10:00～22:00（土日祝日）

ブルーボトルコーヒー　Shop Info

［ 三軒茶屋カフェ ］
〒154-0024　東京都世田谷区
三軒茶屋 1-33-18
店舗面積 93.97m²
席数 33席＋テラスエリア
営業時間 8:00～19:00

［ 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 452.98㎡
 （カフェエリア：64.98m²）
席数 44席
営業時間 8:00～18:00

Online Store
https://bluebottlecoffee.jp/shipping

問い合わせ先 Blue Bottle Coffee Japan合同会社　　広報担当：河村　　japan_press@bluebottlecoffee.com


