
ブルーボトルコーヒーは2019年5月1日（水）、
新商品や限定メニューをいち早く体験いた

だける「ブルーボトルコーヒー 代官山コン
セプトショップ」を6ヶ月の期間限定でオー
プンいたします。緑が多いながらも、レスト

ランやショップが点在する洗練された街代

官山に、フレッシュなコーヒーのみならず、

私たちが提案していく「新たな体験」をお届

けするのを心より楽しみにしております。

カフェの空間デザインを担当したスキーマ

建築計画の長坂常氏は今回、グレーとホワ

イトの無機質な空間に、ブルーのボトルマー

クを印した輸送コンテナを組み立て、さらに

その中にコーヒーバーカウンターを設置い

たしました。ガラス張りのファサードが生み

出すブルーボトルコーヒー特有の開放的な

雰囲気と、これまでのカフェにはないシンプ

ルでありながら存在感のある輸送コンテナ

で構成するコンセプトショップならではの空

間で、思い思いのコーヒータイムを堪能くだ

さい。テイクアウトのコーヒーを片手に代官

山の街を散策するのもオススメです。
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ブルーボトルコーヒー
国内初のコンセプトショップを代官山に 

2019年5月1日（水）オープン
全店舗に先駆けて「ディカフェ」も登場

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 2019年 5月 1日（水）、
国内初となるコンセプトショップをTENOHA代官山にオープンいたします。
また、時間帯問わず、おいしいコーヒーを楽しんでいただきたいという想いから

カフェインレスコーヒー「ディカフェ」をローンチいたします。

［代官山コンセプトショップ］　5/1 OPEN
〒150-0034　東京都渋谷区
代官山町 20-23 TENOHA代官山
Q’s spot DAIKANYAMA区画
店舗面積 74.38㎡
営業時間 11:00～20:00（平日）
 10:00～20:00（土日祝）



NEW MENU　「ディカフェ」と「グルテンフリーケーキ」について 
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ブルーボトルコーヒーは「ブルーボトルコーヒー 代官山コンセプトショ
ップ」を皮切りに、新商品や限定メニューをローンチして参ります。国
内に有する 13店舗に先駆けてお届けする新商品の第一弾は、カフェイン
レスコーヒー「Night Light Decaf（ナイトライト ディカフェ）」。日本
でもようやく、「朝でも夜でも時間帯問わずに飲んでいただけるおいし
いディカフェをお届けしたい」「カフェイン抜きのおいしいコーヒーを提
供したい」という想いを実現することができるようになりました。

スマトラ産とホンジュラス産の2つのコンポーネントで構成するこちらの
コーヒーは、化学物質を一切使用しないでディカフェネイトする方法「ス
イスウォーターメソッド（スイス式水抽出方法）」を採用いたしました。
フレーバープロファイルは、クレームブリュレ、バニラ、キーライム。毎
日のコーヒーライフに、ディカフェでありながらクリーミーな味わいをお
楽しみいただける「ナイトライト ディカフェ」を選択肢に加えて、充実
したコーヒーブレイクをお過ごしください。5月 1日（水）より「ブルー

ボトルコーヒー 代官山コンセプトショップ」で販売を開始し、5月9日
（木）より全店舗にて提供をスタートいたします。

また、4月 25日（木）には、新グルテンフリーメニュー「アーモンド ソ
イケーキ」を発売いたします。昨秋に初めてローンチしたグルテンフ
リーケーキに続く第二弾となる今回のケーキも、小麦や大麦などの穀
物に含まれるタンパク質の一種で消化されにくいといわれるグルテン
を含まず、国産の大豆粉や米粉を使用しているためヘルスコンシャス
な方や健康・美容のためにグルテンを控えている方にもオススメです。
また、乳製品の代わりに 発酵豆乳食品（豆乳グルト）を使用したため
乳製品フリーであるのも特徴です。アーモンドパウダー入りの生地に
はレモンゼストを加えて焼き上げ、アーモンドスライスとシュガーを
トッピングいたしました。グルテンフリーとは思えないほどのしっとり
とした食感、そしてアーモンドや大豆の香ばしさをこの機会にぜひお
楽しみください。

アーモンド
ソイケーキ

400円

ナイトライト
ディカフェ

550円
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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.、ボス
トン、東京、京都、神戸で70店舗を展開しています（2019年 4月
23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）

［ 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

［ 神戸カフェ ］
〒650-0039　神戸市中央区前町 1
店舗面積 217.8㎡
席数 63席
営業時間 8:00～19:00

［目黒カフェ］
〒153-0064
東京都目黒区下目黒 1-2-19 1F
店舗面積 69.33㎡

ブルーボトルコーヒー　Information

座席数 19席
営業時間 7:00～19:00（平日）
 8:00～19:00（土日祝）

［神田万世橋カフェ］
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 1-25-4
店舗面積 24.91㎡
営業時間 8:00～19:00（平日）
 11:00～19:00（土日祝）

［池袋カフェ］
〒171-0022
東京都豊島区南池袋 2-23-7
店舗面積 65.01㎡
営業時間 8:00～19:00（平日）
 9:00～19:00（土日祝）

［大丸東京カフェスタンド］
※ 2019年 4月24日（水）にオープン
〒100-6701
東京都千代田区丸の内 1-9-1
店舗面積 24.9㎡
営業時間 8:00~21:00（平日）
 8:00~20:00（土日祝）

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


