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SLOW COFFEE STYLE SPECIALTY
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SLOW COFFEE STYLE Specialtyは、KINTOと日本の

クラフトマンとのコラボレーションから生まれた、職人の 

心意気、熱意が生きるスペシャルなコレクションです。 

素材を選び抜き、丹念に作り込み、精妙に仕上げる。 

そうして磨かれた個性がもてなす、贅沢なコーヒーの 

時間をお愉しみください。

3つのシリーズからなるSLOW COFFEE STYLE 

Specialty。シリーズ S01は、安定感あるどっしりとした

フォルムに金属のような重厚感ある質感のブリューワー

とマグ。S02は、深みのある色調のウォールナットと、 

経年変化が愉しめる真鍮を組み合わせたクラシカルな 

佇まいのブリューワースタンド。S03は、ろくろによる 

手跡と、重なり合う2色の釉薬による豊かな表情のマグ。

それぞれの個性が際立つラインナップです。

次ページでは、Specialty S01でコラボレーションした

陶芸家の城戸雄介さんと、Specialtyの新しいロゴデザ 

イン、SLOW COFFEE STYLEのサインペイントマグの

製作に携わっていただいたペインターの金子裕亮さんへ

のインタビューを掲載。こちらも合わせてご覧ください。

SCS-S02 brewer stand / 10,000 yen 
SCS-S02 brewer stand set 4cups / 15,000 yen 

８月中旬　入荷予定

Introducing New Collection 
SLOW COFFEE STYLE Specialty

丁寧な手仕事とゆったりとしたコーヒーの時間を尊ぶ人へ

新たに SLOW COFFEE STYLE Specialty が誕生



03 Interview with
Yusuke Kido from ONE KILN

ONE KILNは、一つの窯から様々な人との繋がりを求め 

たいという思いを込めて、陶芸家の城戸雄介さんが地元 

鹿児島で2008年に立ち上げたブランド。「THE SUN TO 

A TABLE：食卓に太陽を」をテーマに、陶芸以外の分野

や技術と積極的に関わりながら、手作業の跡が残る個性的

で温かみのある「うつわ」を提案し続けています。ONE 

KILNで使われているのは、自ら掘り起こしてブレンドした 

鹿児島の土や、桜島の火山灰を様々な鉱物と調合して 

作り出した釉薬。そこには、伝統を大切にしつつも、それ

に捉われないことで辿り着いた、城戸さんならではの表現 

方法があります。今回は、城戸さんの個性的で、温かみの

あるものづくりへのこだわりと、それに共鳴するKINTOと

のコラボレーションが実現しました。

「KINTOと取り組んだコーヒーウェアでは、力強さと男 

らしさを意識しました。ONE KILNが作るプロダクトは、

主にろくろではなく型を使って製作しています。今回の

コーヒーウェアも手作業で石膏を削って原型と型を作り、

何度も試作を繰り返しできあがったかたちです。KINTO

とのコラボレーションによって、一つの窯では作ることの 

できない新たな可能性を感じました。手にしてくださる 

皆さまが、食卓に太陽を感じていただけたらこれ以上の 

喜びはありません。」

金子裕亮さんがサインペインティングを始めたのは 

６年前。雑誌のエディトリアルデザインをしていた時代

に、特集に使う英語のロゴを手描きしていたことが一つ

のきっかけでした。家の窓にひたすら描いては消すなど

しながら、独学で学んでいったとのこと。文字をきっち

りと描くというよりは、あくまでもモチーフとして捉え

描いていくのが金子さんのスタイル。日本ではまだ馴染

みが薄いサインペインティングをもっと自由に、ラフで

カジュアルに使ってほしいとの想いで活動しています。

ちょっとポップなかたちを意識したサインペイントと

KINTOのマグが一緒になり、コーヒーの時間により一層

の愉しさと親しみをもたらします。

「今回のマグのサインペイントは、スローコーヒースタ

イルの愉しみ方を表すいくつかのフレーズと、その中心 

となるキーワードから作りました。例えばRAINYの 

サインペイントは、「窓の外の雨を見ながら飲む」という 

イメージをまずは浮かべて、傘のデザインを入れて 

こんな風にしたら、と書きながらまとめていきました。 

ひたすら描いてみて、しっくりとくるものを選ぶという 

作業を繰り返して最終的に詰めていきます。手作業 

なので1mmずれることは気にせず、ちょっとふくれた

ら他で調整し、絵としてのバランスを重視しています。 

サインペインティングの本場アメリカでは、スーパーの

値札を描く仕事などがあって、SALEの時だけ使って消し

ちゃうというほど気軽。日本でも、もっと身近に感じて 

もらえれば嬉しいです。」 SCS sign paint mug / 1,800 yen 

８月中旬　入荷予定

Interview with
Yusuke Kaneko

SLOW COFFEE STYLE SPECIALTY SLOW COFFEE STYLE

SCS-S01 brewer 2cups / 2,000 yen 
SCS-S01 brewer 4cups / 2,200 yen 

SCS-S01 mug 220ml / 1,300 yen 
SCS-S01 mug 330ml / 1,500 yen 

８月中旬　入荷予定

Yusuke Kaneko
金子 裕亮

1982年東京生まれ、多摩美術大学を
卒業。エディトリアルデザイナーと 
して活動した後、サインペインターに
転 身。 現 在 は DAMKY SIGNS 主 宰。
ショップのディスプレイやロゴ、看板
から T シャツまで、その活動は多岐に
渡る。

人との繋がりや鹿児島のルーツを大切に、

個性と温かみあふれる器づくり

イメージから絵を描くように作り上げる

ルールに捉われないサインペイント

Yusuke Kido
城戸 雄介

1980 年生まれ、桑沢デザイン研究所
卒業。デザイン事務所、有田焼窯元で
の経験を経て、2008 年に ONE KILN
を設立。
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日本に古くからある土鍋には人を呼びよせる力があります
身近な人と大切な時間をつくるスモールギャザリングを

食卓を囲んで食べる鍋料理は秋冬の風物詩。食卓で調理しながら食べるこの 
スタイルは、つくる人と食べる人を近づけ、料理を一層美味しく感じさせて 
くれます。KINTOとデザイナー柴田文江さんは、そんなコンフォートフードで 
ある鍋料理を春夏秋冬愉しめるように、かこみ鍋ならではの浅めの形状をその
ままに、多様な食生活に適したシンプルな佇まいと使い心地の良さを追求しま 
した。

一年中快適でマルチな鍋

耐熱温度差500度をクリアした高耐熱素材は、ガス 
レンジでの直火調理はもちろん、IH調理器、オーブン
レンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジで使える 
マルチ対応の土鍋です。周辺が暑くならないIH 
調理器を使い、季節を問わず快適な空間の中で 
鍋料理が愉しめます。

テクノロジーに支えられた高品質な土鍋

KAKOMIは、高温で焼き締められた硬質な陶器 
素材。10％ほどの一般的な土鍋の吸水率と比較
すると極めて低いため、料理の匂いや色が鍋に 
移りにくくいつまでも清潔に使うことができます。
また、物理的な衝撃に強く、軽量化を実現しま 
した。鍋の底面に焼きつけた発熱体は、IH調理器 
対応の証。銀膜にガラスコートを施した多層構造
で、加熱ムラを減らし、異常過熱を防ぎます。

KAKOMIでできる3つの調理　蒸す、炊く、煮る

寄せ鍋に限らず、蒸し野菜、炊き込みご飯、スープ
などの煮込み料理も愉しめます。蒸し料理は、鍋
本体に水を入れて付属のすのこをセットし、火に 
かけるだけの手軽さ。旨味や栄養素をしっかり閉じ
込め、油分を落としてくれるのでヘルシーに仕上げ
ることができます。

KAKOMI

KAKOMI IH donabe 1.2L / 7,500 yen 
KAKOMI IH donabe 2.5L / 13,000 yen  
KAKOMI rice cooker / 6,000 yen 

８月下旬　入荷予定 

DESIGNER

Fumie Shibata 
柴田文江 

1994 年 DESIGN STUDIO S 設立。 
エレクトロニクス商品から日用雑貨、
医療機器、ホテルのトータルディレク
ションまで、インダストリアルデザ 
インを軸に幅広い領域で活動している。

KAKOMI, 
an occasion to gather around
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HIBI Urushi bowl created by 
masterful craftsmanship

熟練の職人により実現した
こだわりの漆椀

100年経ってもきっと暮らしの中心にある……そんな定番

シリーズを考えたHIBI。気づけばいつでも手に取り、毎日 

食卓にのぼる馴染みのデザインには、触れてこそわかる 

心地よさがあります。新しくシリーズに加わったHIBI 

漆椀は、KINTOとデザイナー安積伸さんが和食器に 

改めて向き合い、熟練の漆器職人と手を組むことに

よってかたちとなったもの。現代の多様な食事に合う

よう、シンプルながらも洗練されたかたちを追求して 

いく中で、「木の素材を生かすこと」にとことんこだわり 

ました。

石川県には３つの漆器産地があり、それぞれ「木地の 

山中」「塗りの輪島」「蒔絵の金沢」と特徴づけられて

います。その中からKINTOは、木の素材を引き立てる

かたちと表面仕上げを重視し、山中の地を選びました。

毎日繰り返し使える心地よさと食卓に馴染む佇まいを

考慮した、椀から高台が美しく滑らかにつながるデザ 

イン。機械では挽くことができないこの難しい形状も、 

木地師が穏やかに、冷静沈着に、絶妙な力加減で一つ

一つ仕上げています。また、素材自体が持つ木目や色を 

生かすために「拭き漆」という技法が用いられました。 

漆を塗っては拭きとる作業を５回繰り返していくことで、

素朴でありながら上品な質感が生まれます。均等に薄い

層の漆を塗り重ねていくその様子は、まるで作法のよう。

木や漆の持つ自然な味わい、それを使い手の生活に 

緩やかに導くデザイン、そして素材とかたちを結びつける 

鍛錬な職人技。ぜひ手で触れて、使って、五感でたし 

かめてください。

HIBI

Shin Azumi
安積 伸

京都市立芸術大学卒業。㈱ NEC デザ 
イ ン セ ン タ ー 勤 務 を 経 て、 1994 年 
RCA（英国王立美術大学）修士課程
修了。1995 年から10年間デザイン 
ユニット AZUMI として活動後、 2005 年
に個人事務所 a studio を設立。

KINTO Co., Ltd.   |   www.kinto.co.jp   | kintojapan

HIBI urushi bowl / 5,000 yen 

9月上旬　入荷予定
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DESIGNER

表示価格は本体価格で消費税を含みません。


