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Blue Bottle Coffee
Holiday Gift Collection 2018
コーヒーによって育まれる「コミュニティ」をセレブレイトした
ホリデーギフトコレクション登場
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 11 月 12 日（月）より、
ホリデーギフトコレクション「Blue Bottle Coffee Holiday Gift Collection 2018」の販売をスタートいたします。
今年は、コーヒーのあるところに生まれ、コーヒーによって育まれる「コミュニティ」を
コンセプトに掲げたコレクションをローンチいたします。

ブルーボトルコーヒーはこれまで、コーヒーの生産者たちが集う農園

ンド創業時から愛され続けるブレンドコーヒーを少しずつ味わうこと

のコミュニティ、コーヒーの魅力を引き出す焙煎士のコミュニティ、

ができる「ブレンド ボックス」
、徳島県を拠点に活動する藍師・染師

おいしい 1 杯のコーヒーを生み出すバリスタのコミュニティ、そして

BUAISOU が一つずつ手染めした「ラッピング バッグ」、兵庫県のお

カフェで育まれるお客さまのコミュニティを始めとする、さまざまな

香スティックブランド「hibi 〜10 MINUTES AROMA〜」の暮ら

コミュニティに支えられてきました。今年のホリデーギフトコレク

しを豊かにしてくれる「AROMA BOX」
、江戸時代に始まった磁器

ションは、コーヒーによって繋がり、そして育まれるそんな「コミュ

作りの伝統を受け継ぎながら革新的なテーブルウェアを提案する

ニティ」をセレブレイトいたします。ホリデーギフトコレクション第

「HASAMI PORCELAIN」のマグカップなど。私たちのコーヒービ

一弾は 11 月 12 日（月）に、第二弾は 12 月 3 日（月）に発売。ギフト需

ジネスを支える世界各地の生産者の想いが詰まったコーヒーから、

要が高まるこの時期に合わせて、オンラインストアでしか手に入らな

私たちのものづくりを支える職人の卓越した技術から生まれたコラ

いギフトコレクションもローンチいたします。

ボアイテムまでが出揃います。

商品ラインアップは、エチオピアの生産者が丹精込めて栽培・収穫し

ホリデーギフトコレクションを通して、私たちのコーヒーコミュニティ

たコーヒー豆を体験いただけるホリデーブレンド「ネイバー」や、ブラ

が生み出すクリエイションをぜひお楽しみください。

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release

01

vol.41
Oc t 12 , 2018

《 11/12 発売 》 HOLIDAY GIFT COLLECTION

※ 価格は全て税抜表記

ホリデームードを一層引き出すスノードームやクリスマスリース、
心温まるコミュニティなど、この季節ならではのイラストを落とし込んだ限定アイテムを発売いたします。

HOLIDAY BLEND
ネイバー

1,700 円 （200g）

※ カフェ／オンラインストアで販売

「コーヒー発祥の地」として知られる エチオピアのハンベラ・エステート
農園を精選処理拠点とする、２つの隣り合う農園で育まれた精選方法の
異なるアラビカ原産種のコーヒー豆 2 種類をブレンドしたホリデーブレ
ンド「ネイバー」を発売いたします。その土地の土壌や太陽などの恵を
浴びた、明るい味わいのブレンドコーヒーに仕上がりました。この冬は、
フルーティで赤い果実の甘みがぎゅっと詰まったなめらかな長い余韻が
続く「ネイバー」で、心温まるコーヒーブレイクをお楽しみください。

HOLIDAY SPECIAL
KIYOSUMI MUG 2018
2,300 円 （350ml）

※ カフェ／オンラインストアで販売

2016 年から、シンプルで洗練された KIYOSUMI MUG にホリデーシー
ズンの到来を感じさせるイラストをのせて発売しているホリデー限定

KIYOSUMI MUG。今年はスノードームの中に、ブルーボトルコーヒー
のカフェがある主要都市を代表する建物や家を並べ、コーヒーを介して
生まれる「コミュニティ」を表現したイラストを採用いたしました。コレ
クターズアイテムとしてもおなじみの KIYOSUMI MUG にお好みの
コーヒーを注いで、至福のコーヒータイムをお過ごしください。

BLUE BOTTLE COFFEE HOLIDAY PINS

ブルーボトルコーヒー ホリデーピン
1,000 円

※ カフェ／オンラインストアで販売

ブランドのアイコニックなブルーのボトルマークと、クリスマスに飾ら
れるリースをモチーフにした、ホリデー限定のピンバッジが登場いたし
ます。家族や友人との食事会など、
楽しいイベントが満載のホリデーシー
ズンはオシャレする機会も増えるので、お出掛けの際に洋服やスカーフ、
バッグ、帽子などのアクセサリーにつけて、さりげなく季節らしさを演
出してみてください。プチギフトにもおすすめです。

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release
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《 11/12 発売 》 HOLIDAY GIFT COLLECTION

※ 価格は全て税抜表記

ブルーボトルコーヒーのブレンドコーヒーを少しずつお試しいただける「ブレンド ボックス」が 2 種登場いたします。
お世話になっている方に、いつもより少し贅沢なコーヒー時間をプレゼントしてみては。

HOLIDAY SPECIAL
BLEND BOX

ブレンド ボックス

4, 700 円 （200g × 3 袋入）

※ カフェ／オンラインストアで販売

ブルーボトルコーヒーのブレンドコーヒー 3 種を楽しめるブレンド ボック
スを発売いたします。創業以来愛され続けるブレンド 4 種からお好みの
ブレンドを 2 種セレクトいただき、そこにホリデーブレンドの「ネイバー」
を組み合わせたホリデー限定のセットです。大勢で集まる機会が増える
ホリデーシーズンは、皆で少しずつ味わうことができる、ブレンドのア
ソートメントをお楽しみください。

HOLIDAY SPECIAL
BLEND BOX (PERFECTLY GROUND)

ブレンド ボックス（レギュラーコーヒー）
2,500 円

※ カフェ／オンラインストアで販売

（NEIGHBOR ／ GIANT STEPS ／ BELLA DONOVAN 各 2 袋入・6 杯分）
今年は、フレッシュでおいしいコーヒーを手軽に楽しめる「レギュラー
コーヒー」を詰めたブレンド ボックスが初登場いたします。ホリデーブ
レンド「ネイバー」と一緒にバランスよく味わうことができる 2 種類の
ブレンドを詰めてご用意しました。最適な挽き目でグラインドした適量
の粉を、特殊な技術で封じ込めているので、ミルがない方でも安心して
ご利用いただけます。今年一年、お世話になった方への贈り物や帰省土
産としてもおすすめです。

コーヒー好きに贈りたい
オンラインストア限定の
スペシャルギフトセット
「ブレンド ボックス」
とブルーボトルコーヒーオリジナルコー
ヒーアイテムを組み合わせたギフトセットがオンラインスト
ア限定で販売いたします。
「ドリップスターターキット」は、
自宅や職場でこだわりのコーヒーを淹れたい方へのギフトに
おすすめです。ホリデー限定アイテムを組み合わせた「ホリ
デースペシャルセット」は、コーヒー好きな方に最適です。

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release

ドリップスターターキット

ホリデースペシャルセット

（ホリデーブレンド）
送料無料

9,300 円

送料無料

6,800 円
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※ 価格は全て税抜表記

世界に一つだけのラッピングバッグと感謝の気持ちを綴ったメッセージカードで、ギフトを彩りませんか。
冬のギフトをよりスペシャルなものにするために、こだわりの詰まったギフトラッピングをご提案いたします。

BLUE BOTTLE COFFEE ×BUAISOU
WRAPPING BAG
ラッピング バッグ 大

2,550 円

ラッピング バッグ 小

2,280 円

※ カフェ／オンラインストアで販売

ブルーボトルコーヒーが 2016 年からコラボレートを続ける、徳島を拠点に
活動する藍師・染師 BUAISOU とのコラボレーションアイテムを今年も発
売いたします。今回お届けするのは、BUAISOU の卓越した手仕事で一点
ずつ染め上げたブルーボトルコーヒーオリジナルのラッピングバッグ。バ
リエーション豊かな染め方で仕上げたこだわりのラッピングバッグにギフ
トを包んでお渡しすれば、その後は小物入れとして楽しんでいただけます。
今年のホリデーは、サステイナブルな発想のラッピングバッグで贈り物を
彩ってみては。

GREETING CARD

MESSAGE TAG

グリーティングカード

メッセージタグ

350 円

FREE

※ カフェで販売

※ カフェ / オンラインストアで販売、無くなり次第終了

ホリデーシーズンの贈り物に、日頃言えない感謝の気持ちや心温まる

ブルーボトルコーヒーのカフェとオンラインストアでは、ホリデーギ

メッセージを添えてお渡しいただけるグリーティングカードをご用意

フトを購入いただいた方に、この季節ならではのイラストをあしらっ

いたしました。キラキラと光る箔押しで描いたホリデーモチーフのグ

たメッセージタグを一緒にお渡しいたします。心を込めたメッセージ

リーティングカードは、いつまでもとっておきたくなるようなスペシャ

や「ありがとう」の気持ちを書き込んで、とっておきの贈り物と一緒

ルなデザイン。お部屋に飾っても楽しめます。

にお渡しください。

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release
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※ 価格は全て税抜表記

寒い日が続き、室内で温まりたくなるホリデーシーズン。そんな時に欠かせないのが、香り高いおいしいコーヒーと
相性の良いスイーツ。この冬は、オンラインストアの限定商品で「ペアリング体験」を贈ってみては。

チョコレートとコーヒーのペアリングセット
2,500 円

※ オンラインストアで販売

サンフランシスコのチョコレートブランド TCHO とコラボレートした、
オリジナルチョコレート。ガーナ、マダガスカル、ペルー、エクアドル産
のカカオを使用した 71% カカオの深みのあるチョコレートは、どっしり
とした味わいのコーヒーやミルクとの相性が抜群です。オンラインスト
アでは、ホリデーブレンド「ネイバー」とセットにいたしました。大切な
人と一緒にペアリングをお楽しみください。

グラノーラとコーヒーのペアリングセット
2,600 円

※ オンラインストアで販売

日本一号店「清澄白河 ロースタリー & カフェ」のオープン当初から人気
を集める、オーツ麦、くるみ、ピーカンナッツなどの素材をたっぷり使用
したグラノーラと、相性の良いホリデーブレンド「ネイバー」をセットに
したペアリングセット。朝食や午後のコーヒーブレイクなど、さまざま
なシーンでお召し上がりいただけるので、ちょっとした手土産にもおす
すめです。

カフェで楽しむペアリング

自宅で楽しむペアリング

HOLIDAY CHOCOLATE CAKE &
HOLIDAY SNOWBALL COOKIE

KINTO CAFE CUP&
COOKIE PLATE

※ カフェで販売

※ オンラインストアで販売

この冬、しっとりとしたチョコレート生地にドライサワーチェリーとクラン

コーヒーペアリングをお楽しみいただけるカフェ カップとクッキープレー

ベリーの自家製赤ワイン煮を混ぜ込んで焼き上げた「ホリデー チョコレー

。ブランドロゴを刻印したプレートに、お好
トのセット（2,500 円・350ml）

（左・380 円）が登場いたします。また、カルダモンやシナモン
ト ケーキ」

みのコーヒーと相性の合うペイストリー（焼き菓子）を添えて、組み合わせ

を混ぜ込んだ「ホリデー スノーボール クッキー」は、ホリデーブレンド「ネ

を試したり、対比させたり。ご自宅で家族や友人と一緒に、コーヒーペアリ

イバー」とのペアリングセット（550 円）で販売いたします。

ングをご体験いただけます。

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release
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※ 価格は全て税抜表記

国内外の職人の手によって生み出された、クラフトマンシップ溢れるアイテムを贈ってみませんか。
大切な人と集まる機会が増えるこの季節、皆で囲む食卓でぜひお楽しみください。

SMALL LOT
HONDURAS EL DRAGON (PERFECTLY GROUND)
ホンジュラス エル・ドラゴン ( レギュラーコーヒー )
4, 200 円 （5 袋入・5 杯分）

※ カフェ／オンラインストアで販売

世界有数のコーヒー豆の生産地ホンジュラスのサンタ・バーバラ地区。
この地域の厳しい気候条件が生み出した新たな品種「パライネマ種」は
近年、その個性的な香りから注目を集めています。ウォッシュド精選さ
れたこちらのコーヒーの、爽快でフローラルな香りと複雑なテイストを
お楽しみください。

inspired by our local communities
AROMA BOX
3,200 円 （ティー トゥリー・ヒノキ・シトロネラ 各 8 本入り、専用マット）
※ カフェ／オンラインストアで販売

ブルーボトルコーヒーは今年、関西エリアに初出店いたしました。そこで、こ
の一年の感謝の気持ちを込めて、兵庫県の二つの伝統産業の担い手が出会
いを果たしたことで生まれたブランド「hibi 〜10 MINUTES AROMA〜」
とコラボレートしたお香を発売いたします。私たちのカフェが位置する 3 つ
の街、東京・京都・神戸からインスパイアされた 3 つの香りを詰めたこち
らのアロマボックスは、着火具が不要なので気軽に楽しめます。今年は、
日々の暮らしを豊かにしてくれるアロマをプレゼントしてみては。

HASAMI PORCELAIN
Mug Cup
Plate

※ カフェ／オンラインストアで販売

長崎県波佐見町で、江戸時代に始まった磁器作りの伝統を受け継ぎな
がら、革新的なテーブルウェアを提案する「HASAMI PORCELAIN」。

2,800 円

日本の伝統的な形態の根本でもあるすっきりとした直線と、機能と製造

Sugar Pot
Milk Pitcher
Tray
8,300 円

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release

工程の必然性から導かれた曲線を融合したデザインが美しい「Mug

Cup / Plate 」と「Sugar Pot / Milk Pitcher / Tray」を発売いたしま
す。陶器に比べて引き締まったシャープさがありながらも、優しくて有
機的なフォルムを持ち、心地良い空気感をまとうカップにコーヒーとミ
ルクを注いで至福のコーヒータイムをお過ごしください。自分へのご褒
美にも贈りたいアイテムです。
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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、おいしさ
を徹底的に追求した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、神戸で 62 店 舗 を 展 開し てい ます
（ 2018 年 10 月 12 日現 在）。

ブルーボトルコーヒー

Information

［ 清澄白河ロースタリー＆カフェ ］
〒135-0023
店舗面積
席数
営業時間

店舗面積

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

417.78 ㎡

席数
営業時間

8席
8:00〜19:00

〒107-0062
店舗面積
席数
営業時間

東京都港区南青山 3-13-14

214 m²
80 席
8:00〜19:00

［ 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

155.19m²
45 席
8:00〜21:30

［ 六本木カフェ ］
〒106-0032
店舗面積
席数
営業時間

東京都港区

港南 2-18-1
店舗面積
席数
営業時間

［ 目黒カフェ］
〒153-0064

165.80 ㎡
27 席
8:00〜22:00（平日）
10:00〜22:00（土日祝日）

〒154-0024

東京都世田谷区

三軒茶屋 1-33-18
店舗面積
席数

93.97m²
33 席

＋テラスエリア

営業時間

東京都目黒区

下目黒 1-2-19 1F
店舗面積
座席数
営業時間

69.33 ㎡
19 席
7:00~19:00（平日）
8:00~19:00（土日祝）

8:00〜19:00

Online Store
https://bluebottlecoffee.jp/shipping
Holiday Special Page
オンラインストアでは 11 / 1 より一部商品を
予約販売いたします。ページ公開まで今し
ばらくお待ちください。

［ 京都カフェ ］
〒606-8437

https://goo.gl/gvoQNv

京都府京都市左京区

南禅寺草川町 64

Event

452.98 ㎡

ホリデーに関連するイベントを開催する予

（カフェエリア：64.98 m²）

［ 中目黒カフェ ］
〒153-0061 東京都目黒区

席数

中目黒 3-23-16

営業時間

Blue Bottle Coffee Japan合同会社

BLUE BOTTLE COFFEE ｜ Press Release

席数

神戸市中央区前町 1

217.8 ㎡
63 席
8:00〜19:00

［ 三軒茶屋カフェ ］

店舗面積

問い合わせ先

店舗面積

［ 品川カフェ ］

東京都港区六本木 7-7-7

138.91 ㎡
27 席
8:00〜20:00

〒650-0039

営業時間
〒108-0075

［ 青山カフェ ］

［ 神戸カフェ ］

（カフェエリア：61.49 m²）

44 席
8:00〜18:00

広報担当：河村

定です。イベント情報の詳細は、Peatix を
ご覧ください。

https://bluebottle.peatix.com

japan_press@bluebottlecoffee.com
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