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TRAVEL TUMBLER

人が溢れる雑踏、自然の豊かさを感じる緑道、騒然とし

たオフィスでも、自分のスタイルを持っている人はどんな	

場所においても等身大でいることができる。

TRAVEL	TUMBLER（トラベルタンブラー）は、こだわ

りを持ちながらも柔軟なライフスタイルをおくる人に向け

たツール。シングルオリジンのコーヒーやティーを味わう

こと。ミネラルウォーターを体に馴染む温度で飲むこと。	

自分が極めた好きなことや、目覚めた新たな価値観をタン

ブラーに注いで、どこへでも持ち出そう。

Introducing TRAVEL TUMBLER, 
Bring Along What's Essential to You
こだわりをどこへでも持ち出そう

IN THE GARAGE  |  ひたすら没頭する時間のために

ON THE BIKE  |  アクティブに身軽に移動をするために

IN THE CITY  |  捉われずに自分のペースでいるために

AT THE COFFEE SHOP  |  作り手のパッションを感じるために

IN THE OUTDOORS  |  アウトドアでも使えるタフさが欲しい時に

IN THE OFFICE  |  凝り固まった考えを開放するために



Stress-Free Drinking

シングルオリジンのコーヒーを飲んで産地特有の味わ

いを感じる、焙煎や淹れ方による違いから好みを知る…

コーヒーの愉しみ方はさらに広がっています。TRAVEL	

TUMBLERは、自宅で丁寧に淹れたハンドドリップの美

味しさを損ねない設計と表面仕上げ。飲み口は360°どこ

からでも風味を感じ、ボトルの内側は匂い移りしにくい

よう電解研磨を施し平滑に仕上げることで、風味に影響

を与えず香り豊かなコーヒーを存分に味わえます。	

TRAVEL	TUMBLERに冷たいドリンクと氷を入れて、	

近くの渓谷へ。その地に根付いた植物、野鳥や昆虫など

を観賞し、自然と戯れながら過ごす休日。表面に傷や汚

れがつきにくいコーティングを施したカラータイプなら、

ざらりとした質感に仕上げているため、例えば突然の雨

で濡れてしまった手で触れても滑りにくく、外でも気兼

ねなく持ち歩くことができます。

TRAVEL TUMBLER

どこでもすぐに水分補給できるようドリンクを携帯する

人は多い。車、自転車、歩きながらの移動中は不安定な

状況も多く、飲み物の出る勢いや水量、飲み心地にスト

レスを感じる時がある。TRAVEL	TUMBLERは、グラス

やマグのように自然な飲み心地をめざし、飲み口は出来

る限り余計なものを省き口当たりの良さを追求し、位置

を気にすることなく360度どこからでも飲めるよう設計し

ました。さらに、氷を受け止め、飲み物が勢いよく出るこ

とを防ぐ構造で、アウトドアシーンでも最後までストレス

フリーで快適に飲むことができます。

Clean & Fresh

Outdoor Durability

TRAVEL TUMBLER 350ml / 2,600 yen* 
SCS coffee carafe set 600ml / 4,000 yen 

TOTEM canister 800ml / 2,200 yen 

*7月下旬　入荷予定



ガレージで夢中になって作業している時やアトリエで作

品づくりに励んでいる時、オフィスでプランづくりに集中

している時でも、好きなドリンクを好きなタイミングで

飲みたい。TRAVEL	TUMBLERは、ステンレスの二重構

造。外びんと内びんの間を真空状態にすることで対流に

よる放熱を防ぎ、高い保温保冷効果を発揮します。保温

65℃以上、保冷8℃以下を6時間保持するため、いつでも

美味しい温度でリフレッシュできます。さらに、蓋を外し

た状態でも埃などが入りにくい設計なので、飲む度に蓋

を開閉する手間がなく作業を妨げることがありません。

TRAVEL	TUMBLER	特設ページも併せてご覧ください。

www.kinto.co.jp/traveltumbler

02 Introducing 
New Coffeeware Collection OCT
美しいシルエットと使い心地を兼ね備えたデザイン

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。95年から 10年間デザインユニッ
ト「AZUMI」として活動後、	05 年に
個人事務所「a	studio」を設立。16年
より法政大学教授。

DESIGNER

TRAVEL TUMBLER

TRAVEL TUMBLER 350ml / 2,600 yen

7月下旬　入荷予定

Vacuum Insulated

OCT brewer 2cups / 1,800 yen*	
OCT coffee jug 300ml / 1,000 yen* 
SCS cotton paper filter 2cups / 350 yen	
CLK-161	ceramic	mat	135mm	/	1,200	yen	
*7月下旬	入荷予定

タンブラー本体の断面

内びん

外びん

真空



建築を思わせるコーヒーウェア

OCT（オクト）は八角形（Octagon）をベースに構成

された、シャープなラインと陰影が美しいデザインの

コーヒーウェア。建築を思わせるようなほどよい緊張感

のあるフォルムで、使わないときもディスプレイしてお

きたくなる佇まいです。大きなカーブを描いた縁のシ

ルエットが特徴的なブリューワーは、ハンドルがなくて

も持ちやすく、ペーパーフィルターの着脱がしやすいよ

う設計しています。カップとジャグのハンドルはシャー

プな印象でありながら持ちやすく、カップの口縁は薄

く口当たりの良い仕上げ。OCTは建築、インテリア、	

プロダクトデザインなど生活におけるデザイン全般を手

がけるINTENTIONALLIESとKINTOのコラボレーショ

ンによって誕生。デザインのコンセプトやこだわりにつ

いて、プロダクトデザイナーの今井波瑠加さんに伺い	

ました。

インスピレーションの源

陶磁器は昔から好きで、今までもインテリアや建築に骨

董を使ったり、陶磁器からインスパイアされたディテー

ルをインテリアに落とし込むことがありました。今回はプ

ロダクトとして陶磁器に取り組むことになり、何ができる

かとても楽しみでした。

ドリッパー、カップ、ソーサーにどのように統一感をも

たせるかは一つの課題でした。共通の要素としたのは、	

下から上へ形状が八角形から円になっていく時に出来る

ラインとその微妙なグラデーション。これは南宋時代の

八角瓶からインスピレーションを受けました。

美しさを追求したデザイン

OCTのデザインで意識したのは、ラインをいかに美しく

見せるかということ。ドリッパーのラインは全体の形状と

ともにシンプルに、カップのラインにはスピード感をもた

せ、ハンドルの形状もそれを邪魔することなく引き立て

るようにデザインしました。他にも、ドリッパーは真上か

ら見ると楕円にしか見えないのに、実は正真正銘の正円

になっている点など、面白い魅力もあります。

インテリアのアクセントとなる佇まい

デザインをする上でいつも意識していることは、料理に

例えると‘出汁’のような、深くて見えないディテールと、

決してデザインしすぎることなく、全体の調和をつくる

ための‘引き算のデザイン’	。更には、西洋と東洋のバラン

スのとれた融合。OCTは、シンプルながらもシャープな

造形と陰影が特徴的で、存在感のある仕上げになりまし

た。テーブルに置くだけでインテリアの一部として部屋に

凛とした空気感が生まれます。‘人に贈りたくなるもの’と

いうことも意識してデザインをしたので、大切な人へ思

いを伝えるシーンでも活躍してほしいです。

OCT

OCT 
brewer 2cups / 1,800 yen 
brewer 4cups / 2,000 yen 
cup & saucer 80ml / 1,500 yen 
cup & saucer 220ml / 1,800 yen 
cup & saucer 300ml / 2,000 yen 
mug 300ml / 1,000 yen 
coffee jug 300ml / 1,000 yen 
coffee jug 600ml / 1,200 yen

7月下旬　入荷予定

Interview with 
INTENTIONALLIES

INTENTIONALLIES

インテンショナリーズ

1996 年に建築を通したものづくりを
実践する「レーベル」として設立。建
築のみならず、インテリア、プロダク
トデザインなど生活におけるデザイン
全般を手がける建築事務所。代表的な
作品として、ホテル「クラスカ」／	家
電ブランド「amadana」／	ユナイテッ
ドシネマ「豊洲」／	渋谷ヒカリエ「ス
カイロビー 11F」／	すみだ水族館「ク
ラゲ万華鏡トンネル」／	など

DESIGNER

OCT coffee jug 300ml / 1,000 yen* 
OCT cup & saucer 80ml / 1,500 yen* 
OCT cup & saucer 220ml / 1,800 yen* 
OCT cup & saucer 300ml / 2,000 yen* 
OCT mug 300ml / 1,000 yen* 
SCS tray 315x195mm / 2,200 yen 

*7月下旬　入荷予定



Introducing TAKU, 
Tools for the Dining Scene

食事のシーンに調和する調理道具

TAKU（タク）は食卓で使うことを意識してデザインされた調理

道具。ミニマムでシャープなフォルムでありながら、味わいある

竹や磁器の素材がシックな食事のシーンに調和します。使い心地

の良さを考慮し、絞る、擦る、切る、といった細かい調理の動作

も研究。磁器製のしょうがおろしやレモン絞り、すりばちは安定

して使えるように片手に収まるコンパクトなサイズで、縁をしっ

かりとおさえられる形状にしました。カッティングボードは、

刃のあたりを心地良くし、傷をつけにくくするため竹の集成材	

を使用。

鍋を囲む団欒のシーンでもアクセントとなるTAKU。搾りたての

レモンの香り、すりたてのごまの香ばしさ、おろしたての生姜の

風味…食材からこだわって準備した料理に、より一層の味わい

を。TAKUを使えば食卓で手を動かすこと、食事をすることがよ

り愉しくなります。

TAKU 
ginger grater / 800 yen 
mortar & pestle / 1,800 yen 
lemon squeezer / 2,000 yen 
butter dish / 2,000 yen 
serving board / 1,800 yen

7月下旬　入荷予定
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TAKU

Kosei Shirotani
城谷 耕生

1991 年ミラノの建築・デザイン	
事務所勤務。02 年帰国後、STUDIO	
SHIROTANI を開設。13年雲仙市刈水
地区にデザインショップ・喫茶「刈水
庵」をオープン。以後、刈水エコビレッ
ジ構想と称するデザインを活用した地
域デザインを続けている。

DESIGNER

TAKU ginger grater / 800 yen* 
TAKU mortar & pestle / 1,800 yen* 
TAKU lemon squeezer / 2,000 yen* 
TAKU serving board / 1,800 yen* 
KAKOMI IH donabe 2.5L / 13,000 yen 
CAST bowl 60ml / 350 yen 
CAST milk pitcher / 600 yen 
CAST sauce pot 40ml / 900 yen 
CLK-151 plate 160mm / 1,500 yen 
CLK-151 plate 250mm / 3,500 yen

*7月下旬　入荷予定
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KAKOMI
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KAKOMI IH donabe 2.5L / 13,000 yen

KAKOMI,
an Occasion to Gather Around
鍋を中心にテーブルを囲み語らうスモールギャザリング

秋冬の風物詩の鍋料理は、食卓を囲んで調理をしながら

食べるスタイル。みんなで作る愉しさがあり、一層美味

しい食事となります。KAKOMI	 IH土鍋は、そんなコン

フォートフードである鍋料理を、日々愉しめるよう使い

心地はもちろん、素材やクオリティにもこだわりました。

KAKOMIは、吸水率が極めて低い素材を採用。吸水率と

は、鍋に水分が染み込む割合を示したもので、料理の匂

いが鍋に移りにくく、カビなどの心配もいらずにいつま

でも清潔に使うことができます。カレーなどのスパイス

の効いた煮込み料理の翌日に、あっさりとした味付けの

湯豆腐も気兼ねなく愉しめます。

IH調理器を使うために欠かせない発熱体は多層構造。耐

熱温度差500度をクリアした高耐熱陶器にガラス質の釉

薬をスプレーで均等に吹き付け、銀膜を3層重ね、更に

ガラスコートを施しています。発熱体が保護されること

で、加熱ムラを減らし、異常過熱を防いでくれます。

KAKOMI特設ページでは、鍋を囲んで愉しむワーク

ショップの様子を公開中。是非、ご覧ください。

www.kinto.co.jp/kakomi/workshop/

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。


