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DESK TUMBLERは発売延期とさせていただくこととなりました。



DESK TUMBLER,  
For Workers Seeking and  
Creating New Value
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新たな価値を求め創造しつづけるワーカーへ

Take a sip, work in 
your own mode.
フリップタイプの蓋で、快適にワークを

Think openly and  
explore ideas.
無駄のないデザインで、思考を妨げない

Take time to pause 
and refresh.

Spark creativity, find 
your own expression. 

時には一息ついてドリンクをリフィル、	
視点の切り替えを

飲み物の適温をキープ、長時間集中したい時にも

柔軟な思考や働き方を促すような、インスピレーションに	

あふれるワークスペース。DESK	TUMBLERは、そんな	

シーンに馴染むタンブラーです。蓋はフリップタイプで	

開け閉めが簡単。本体はステンレス製の真空二重構造

で長く適温をキープ。ドリンクを手に心地よく仕事に	

集中をして、時には息抜きをしながら、好奇心やアイ	

ディアを広げていく。DESK	TUMBLERと共に、自由な

発想を。

Sip. Explore. Pause. Create.

DESK TUMBLER

DESK TUMBLERは発売延期とさせていただくこととなりました。



02
NEST,

For Relaxing Gathering
ギャザリングシーンにリラックス感をもたらす 

テーブルウェア

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

IVORY  |		アイボリー

MOSS GREEN  |		モスグリーン

ROSE 	|		ロゼ

LIGHT GRAY 	|	 ライトグレー

TURQUOISE  |		ターコイズ

DARK GRAY 	|		ダークグレー

落ち着いた6色のカラー展開。自分のスタイルに合わせて

選ぶことができます。

DESK	TUMBLERのサイトも併せてご覧ください。

www.kinto.co.jp/desktumbler/

Which one for you?

DESK TUMBLER

DESK TUMBLER 350ml / 2,600 yen NEST rectangle plate 195mm / 1,200 yen 
NEST rectangle plate 315mm / 3,000 yen 
HIBI tumbler 220ml / 900 yen 
HIBI fork / 1,000 yen 
AQUA CULTURE VASE L / 2,000 yen

DESK TUMBLERは発売延期とさせていただくこととなりました。



NESTは、季節を感じる料理を大きなプレートからシェ

アして愉しむ食のシーンをイメージして2007年に誕生し

ました。10年目を迎え、釉薬はマットな質感でグレイッ

シュに、器の縁に起こる窯変は一層の味わいを与えるよ

うにアップデート。また、普段使いに活躍する2種類のマ

グカップと使い勝手のいいミドルサイズのプレートが加

わりました。

デザイナーは、UNITEAやKAKOMI土鍋などのデザイン

も手掛けた柴田文江さん。デザインする上で描いたシー

ンやこだわりについて伺いました。

テーブルウェアは毎日使うものなので、あまりカタチの

主張がないように考えました。お気に入りの一皿、という

よりは「いつもそこにある」ということを大事にしていま

す。完全な円は統一された緊張感を感じますが、NESTで

は少し揺らいだ４辺の楕円で構成しています。このアウト

ラインが縁のぽってりとした厚みと合わさり、リラックス

した印象を与えると考えました。

ぽってりとした縁が特徴なので一つからでも世界観が伝

わるカタチです。お料理が得意な上級者の方なら他の食

器と組み合わせて愉しめますし、最初に揃える食器とし

ても使いやすいと思います。NESTにはこれまで大皿と取

り皿として使う小皿がありましたが、新しい中間のサイズ

は普段使いに大活躍すると思います。お料理を選ばない

ので、色をアソートしたり、重ねたり、自由なスタイルや

発想で愉しんでいただければ嬉しいです。

Interview with Designer, 
Fumie Shibata

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。

NEST

mug 260ml / 1,200 yen 
wide mug 360ml / 1,400 yen 
bowl 130mm / 1,200 yen 
bowl 205mm / 3,000 yen 
square plate 165mm / 1,200 yen 
square plate 210mm / 1,700 yen 
rectangle plate 195mm / 1,200 yen 
rectangle plate 315mm / 3,000 yen

1月中旬　入荷予定

NEST

自由なスタイルで料理を愉しめるテーブルウェア



LEAVES TO TEA,  
Honoring Leaves and  
Savoring Tea

自然と共存する農園の姿、季節をよみながら行う茶摘み、熟練

の手仕事、作り手の真摯な思いやその背景に思いを馳せること

はお茶を一層美味しくする一つの方法。LEAVES	TO	TEAは、

地域に根付くカルチャーに敬意を払いながらも、新たな視点と

感性を受けとめられるよう、シンプルでベーシックな使い心地

を備えたティーウェアです。

お茶のカルチャーは、美しい所作や、淹れ方、アレンジ方法な

ど、地域ごとに独自の進化をしてきました。それを更に深く極

めることも、とらわれず自由な発想で広げることもできる。茶

葉と茶器は対になるもの。茶葉の愉しみが広がるように、茶器

やそのスタイルももっと自由に。そんな思いを込めて、お茶を

美味しく淹れるための使い心地を備えながらも、それぞれの素

材ならではの質感、窯変による風合いなど、お茶の時間が一層

豊かに感じるティーウェアが生まれました。

LEAVES	TO	TEA

cup	&	saucer	/	1,600	yen	
kyusu	teapot	300ml	/	3,500	yen	
teapot	600ml	/	5,500	yen	
tray	275x145mm	/	1,800	yen	
tea	scoop	/	500	yen	
canister	250ml	/	3,000	yen	
canister	450ml	/	3,500	yen

LEAVES TO TEALEAVES TO TEA

日々のお茶に、新たな視点と感性を吹き込む 

ティーウェア

LT cup & saucer / 1,600 yen 
LT kyusu teapot 300ml / 3,500 yen 
LT teapot 600ml / 5,500 yen 
LT tray 275x145mm / 1,800 yen 
LT tea scoop / 500 yen 
LT canister 250ml / 3,000 yen 
LT canister 450ml / 3,500 yen 
SCHALE glass case 100x130mm / 1,600 yen 

03

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



Celebrating and Renewing  
the Tea Experience

日本で馴染みのある煎茶。丁寧に美味しく淹れるうえで

ポイントとなるのは「注ぐ」という所作。取っ手の位置

やそのデザインによって注ぎ方などの使い心地にも違い

が生まれます。

注ぎ口に対して取っ手が横につく横手とよばれるタイプ

の急須は、和室などの座位での扱いやすさが起因したと

言われています。取っ手を握り、親指で蓋をおさえなが

ら手首を傾ける注ぎ方は、全てを片手で行えます。茶器

の製造効率や汎用性、お茶をとりまく環境の変化から最

近では手にする機会は減ってしまいましたが、最小限の

動きで注げる使い勝手の優れた茶器です。

LEAVES	TO	TEAはこのミニマルな所作をそのままに、

いつの時代にも寄り添うベーシックな使い心地と佇まい

を追求しました。エッジのきいた気品のあるデザイン

は、主張しすぎず空間を引立ててくれるので、現代の暮

らしにも取り入れやすいアイテムです。

あらゆるジャンルのお茶を自ら淹れずとも簡単に手にで

きる今だからこそ、感性に響く道具に出会う喜び、所作

の美しさ、丁寧に淹れたお茶がもたらす時間の豊かさに

目を向けてみてはいかがでしょう。

丁寧に淹れたお茶がもたらす豊かな時間を

LEAVES TO TEA

LT cup & saucer / 1,600 yen 
LT kyusu teapot 300ml / 3,500 yen 
LT tea scoop / 500 yen 
LT canister 250ml / 3,000 yen



OCT

OCT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

フォルムです。新色のブラックは、ニュアンスのある表

情が魅力。窯の中で変化した釉薬による奥行きのある色

で、重厚感のある上質なインテリアにも合います。マッ

トな質感で触り心地がよく、コーヒーの時間に更なる深

みをもたらします。

OCTのホワイトを使っている台湾のコーヒーショップ、

Goodman Roasterの代表、伊藤篤臣さんに印象を伺

いました。

OCTのドリッパーは高さが十分にあり、お湯と粉の浸

かる時間が長くなることで、コーヒーのアフターテイス

トに残る余韻、コク、うま味の部分が非常に際立って出

ています。ドリッパーにハンドルがなくても持ちやすい

点や、手になじみやすい素材、抽出スピードを調整でき

る点も気に入っています。毎日のライフスタイルにコー

ヒー器具がどう自然と溶け込むかということが購入の決

め手。OCTシリーズは、非常にスリムでシンプル、手触

りも非常によく、洗いやすく、乾きやすい。そのデザイ

ン性から、ご自宅用にもおすすめしています。

SHOP	INFORMATION

Goodman	Roasterは、台湾でスペシャルティコーヒー

文化を広めるショップ。台湾の阿里山で農薬や化学肥料

を一切使わずに手作業で栽培された豆を使い、濃厚な強

い甘味が特徴のコーヒーを提供しています。

OCT, Coffeeware Balancing 
Beauty and Usability
美しいシルエットと使い心地を兼ね備えたデザイン
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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

12月中旬　入荷予定


