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サンフランシスコに拠点を構える世界的人気メーカー
自分たちを『コーヒーヲタク集団』と名乗るほどコーヒーへの情熱が凄まじく、 
彼らが作り出すプロダクトは美しさと機能性を追求し尽くした魅力的なデザインとなっています。

シンプルで洗練されたデザインは、アメリカ
ンなスタイルだけでなく、日本の家庭やカフェ
のあらゆるシーンに溶け込みます。 
[ メーカー 1 年保証付 ]

X ¥9,500
XF ¥10,000

X ¥1,200
XF ¥1,400

・57 〜 100℃まで 1℃単位で温度変更可能
・ミニマル且つシンプルなデザインと操作性
・グースネックによる安定した注ぎ
・満水量 0.9L
・100V 電圧 /2 ピン

・便利な温度計付き
・持ちやすいバランスハンドル
・直火＆ IH 対応でアウトドアでも使用可能
・満水量 1.2L

・フタをひねるだけ簡単に、楽しく真空を作れる
・空気だけでなく、湿気も同時に抜き取って保存 
 性アップ
・コロンとしたかわいい見た目。シックな 
 キッチンにも映える

・内部をセラミックコーティングにすることで味 
 移りを防止
・薄口リップで口当たり良くコーヒーの質感を楽 
 しめる
・真空断熱構造で長時間の保温保冷が可能

・二重の断熱構造でドリッパー内が冷めにくい 
 ＆持ちやすく、アウトドアにも最適
・計量カップ＆ファンネルと便利な付属品が 
 セットになっている
・フラットボトム＆ 10 個の抽出口による安定 
 した抽出

※ X サイズはカリタ 185 フィルター対応、XF は Fellow  
 オリジナルフィルターのみ対応

※蓋の水洗い不可

※グラインドした粉やパウダー状の食品は不可

※炭酸、ドライアイス不可

※食洗機不可

※ EKG 電気ケトルと比較して直火の方が一回り小さくて 
 軽いけど満水量は多い

大人気 EKG ケトルの直火式（IH 対応 ) 蓋をひねって回すだけで真空化するコーヒー
豆用キャニスター
コーヒー豆の許容量 ( 浅煎りの場合 )
0.4L: 170g / 0.7L: 280g / 1.2L: 450g

デザインと機能性を兼ね備えたコーヒーにふ
さわしいトラベルマグ！ 
全サイズ共通
本体直径 77mm、口径 62mm

コーヒーオタク集団が作り出す洗練された高
性能ドリッパー

FELLOW Stagg EKG
電気ケトル [ 日本仕様 ]

Carter Move MugStagg Pour-Over Dripper

Stagg Paper Filters （45 枚入）

Stagg Pour-Over Kettle Atmos Vaccum Canister

0.4L ¥4,620
0.7L ¥5,500 
1.2L ¥6,160

Black ¥13,750
White ¥13,750
Copper ¥16,500
Steel ¥13,750

Black
White
Clear Glass

Matte Black ¥25,960
Matte White ¥25,960

Corduroy Red
Cargo Green
Buttered Popcorn
Mint Chip

Black
White
Grey
Stone Blue

8oz(230ml) ¥4,400 / 12oz(350ml) ¥5,170
16oz(470ml) ¥6,160

名前、ロゴ入可能
（最低ロットあり）



¥4,950 ¥9,240 ¥8,140 ¥6,710(2 個セット )

・お家で簡単にエスプレッソドリンクが作れる
・こぼれる心配なしに、エアロプレスの 
 コーヒーが楽しめる
・金属フィルターでペーパーフィルター要らず

・200 ミクロン金属フィルターで余計な微粉を 
 除去し、より安定した挽き目と均一な抽出を 
 可能に
・人間工学に基づいた形状でカクテルシェイ 
 カーのようにシェイクするだけで素早く微粉 
 除去
・微粉除去した粉は注ぎ口から簡単に移せる

・ダブルウォールで保温性が高く、結露する 
 ことがありません
・見た目に美しくコーヒー作りをサポート
・Max0.6L

・飲み口のフレアリップはコーヒーを舌の上に 
 乗せるような構造で、より風味を楽しむこと 
 が出来ます
・飲み口は飲みやすいシングルウォール、 
 ボディは保温性の高いダブルウォール
・一つずつハンドメイドの耐久性に優れた 
 ガラス製

・超微細メッシュフィルターによりクリーンで 
 複雑な味わいの抽出が可能
・真空断熱構造により長時間の保温が可能
・テフロン加工でお手入れカンタン
・Max で約 24oz（720cc）、1 人 180cc として 
 約 4 杯分 ※エアロプレス GO は不可

※食洗機、電子レンジ不可

標準フィルターと異なり、圧力をかけなければ
液だれをおこさないノンドリップ設計で、従来
インバーテッド（上下逆さま）の方式でしかで
きなかった蒸らし・じっくりと時間をかけた浸
水ができ、より濃厚な抽出が行えます。

振るだけで簡単に微粉を除去してより美味しい
コーヒーを楽しめます！

Stagg Pour-Over Dripper の完璧なパートナー。 コーヒーのテイスティングノートを解明するた
めにデザインされたダブルウォールのコーヒー
グラス。

真空断熱により最適な抽出温度を長く保ちま
す。超微細メッシュフィルターによりフレン
チプレス特有の粉っぽさの少ない、なめらか
な味わいを楽しめます

PrismoエアロプレスアタッチメントClara French Press Shimmy Coffee Sieve Stagg Double Wall Carafe Stagg Tasting Glasses

Black handle ¥16,390
Wooden handle ¥20,900

Corduroy Red
Cargo Green
Buttered Popcorn
Mint Chip



香港を拠点としたコーヒー器具メーカー。これまでに発表した Varia マルチ ブリュワーは、世界スペ
シャルティコーヒー協会の 2021 年ベストニュープロダクト賞に選ばれる等、Varia は今世界で注目さ
れています。

どんなコーヒータイプもこれ一つで。 
エスプレッソから水出しまで対応した、ステ
ンレススチール刃の高性能ハンドグライン
ダーが遂に登場！

Black ¥14,080（予定）
White ¥14,080（予定）
Silver ¥14,080（予定）

¥18,700

・エスプレッソ〜フレンチプレスまでオール  
 レンジ対応
・高級感ある専用のケース付きでペーパー  
 フィルターやコーヒー豆も一緒に入ります
・ステンレススチール刃＆ 2 つのベアリング  
 搭載でなめらかな挽き心地を実現

・1 つの器具でハンドドリップ、直火式エス  
 プレッソ、水出し、フレンチプレスの 4 つ 
 の抽出方法を使える
・世界スペシャルティコーヒー協会 2021  
 ベストプロダクト受賞
・日本国内でもクラウドファンディング  
 Makuake で約 400％で目標達成

・IPX5 の防水性能
・丈夫で耐久性があり、高温にも強いボディ
・エスプレッソモード、ドリップモードが使える

1 つの商品で 4 つの抽出方法を楽しめる！
SCAJ2021 ベストプロダクト受賞商品！

0.1g の表示と、9 桁の LED ディスプレイ搭載
の高精度コーヒースケール

Hand Grinder AKU Micro ScalePRO マルチブリュワー

Black ¥20,000
White ¥20,000

・38mm コニカル刃で無段階調整、オールレンジ 
 対応
・幅を取らないコンパクトデザイン
・オールレンジ対応電動グラインダーでは圧倒的 
 コストパフォーマンス

圧倒的コストパフォーマンスを誇るオール 
レンジ対応の電動グラインダーがついに登場！

VS3 Grinder

Black 価格未定 /12 月販売開始予定
White 価格未定 /12 月販売開始予定



¥4,620¥12,100

・ドリッパー、カップ、ソーサー、蓋が一式 
 揃った北欧デザインの美しいプロダクト
・外側ベースにあるエアポケットが空気の 
 循環を助け、一貫した抽出を促します
・蓋をすることで保温性＋香りを閉じ込めます

プラスチック製の april ドリッパー
形状はバージョン 1.0 と同じですが、素材を
一新。AS レジンから、7g 重く頑丈で保温性能
も向上するポリカーボネートへ。

世界大会のために作られた、唯一無二のドリッ
パーセット。使いやすく、より美味しいコー
ヒーを淹れることができる、新しく革新的な
コーヒー器具。

Pour-Over Brewing Kit Plastic Brewer ver2.0

デンマーク コペンハーゲンを拠点とするコーヒーロースター。代表のパトリックは “ World Brewers 
Cup 2019" ではより高いレベルのコーヒー体験を生み出す為に自身で開発・デザインを行った 

「April Pour-Over Brewing Kit」 を使用し、大会で最高のカップスコアを獲得、全体で 2 位を受賞した。

¥6,820

ガラス製の april ドリッパー、見た目もクリア
になりベースとドリッパー部分がセパレート
タイプ。

Glass Brewer

At april coffee copenhagen

Pour-Over Brewing Kit
Fellow Stag EKG



カプセル式コーヒーマシーンの常識を超えた、
フルコントロール可能なスペシャルティコー
ヒーマシーン。

・10 種類のバリエーション豊かなレシピを 
 標準搭載
・温度・圧力・湯量を調節して、自分好みの 
 レシピでコーヒー作り
・専用アプリで、ロースターおすすめのレシピ 
 の利用

Morning はシンガポール発のスタートアップ企業。彼らはカプセル化が進む世界のスペシャルティコーヒーを
それぞれ最適に美味しく飲む方法を考え、The Morning Machine を開発。専用アプリと連動させることで世界
中のトップロースターの味わいをカプセルから再現可能にしました。

The Morning Machine

シンプルで使いやすい

世界最高峰のロースター
によるキュレーション

抽出に関わる
情報を表示

あなたの好きなコーヒーに
カスタマイズが可能

デザイン性の高さ

ネスプレッソ、その他
カプセル式コーヒーに対応

Black ¥66,000
White ¥66,000



World Brewers Cup2022 で台湾代表のバリス
タ Sherry Hsu も使用したロンドン発本格ド
リッパー

Sense（五感）でコーヒーを楽しめる

¥5,940 ¥3,500

・ミニマルで無駄のないデザイン
・付け替えれるベースで、より自分好みに
・OREA リングと呼ばれる独自の抽出口が 
 スムーズなフローレートを実現

・取手のないミニマルなデザイン
・アルゼンチン出身のデザイナー監修

・鼻まで覆う広い口径で香りを楽しめる
・飲み口は薄くなっているので口当たり良く 
 味わえる
・取手のないミニマルなデザイン

Sense（五感）でコーヒーを楽しめるガラス製
の美しいカップ

OREA Brewer V3 Sense Carafe Sense Cup

イギリスのロンドンを拠点とするコーヒープロダクトメーカー。家でもアウトドアでも使うことを想定
した V3 Brewer や、五感でコーヒーを楽しめる Sense シリーズのカラフェやコップなど、デザイン性に
富んだ製品を数多く生み出している。

気分で付け替えれるリサイクルプラスチック
100% のベース

OREA Brewer Base

Rainbow ¥1,980
Candy ¥1,980
Ocean ¥1,980
Galaxy ¥1,980
Punk ¥1,980

Clear L ¥4,500
Black L ¥4,500

・リサイクルプラスチック 100％使用で同じ 
 カラーでも一つ一つ違う色合い
・ベースの生産はすべてイギリス

World Brewers
Cup 2022

チャンピオン
使用



より高速な抽出を可能にすることで、今まで
感じることなかった新しいフレーバーやカッ
ププロファイルをいつものコーヒー豆から引
き出し、コーヒーの新たな可能性を発見する
ことができます。

S 25 枚  ¥2,310 
 50 枚  ¥3,520 
 100 枚 ¥5,830

S 25 枚  ¥2,640 
 50 枚  ¥3,800 
 100 枚 ¥6,050

M 25 枚  ¥2,640　 
 50 枚  ¥3,800　 
 100 枚 ¥6,050

世界初のウェーブ型ではない平底ペーパー
フィルター。高速抽出フローを実現した革新
的なフィルターです。

CONE FAST Specialty Coffee Filter FLAT FAST Specialty Coffee Filter

バルセロナ発、圧倒的透過スピードを誇る新進気鋭の高級ペーパーフィルターブ
ランド。素材は 100％オーガニック、品質、均一性、全工程のトレーサビリティ
を保証するために、バルセロナで製造されています。

会社概要

社名
所在地 

代表者
資本金
従業員

合同会社 Kurasu
〒 604-0815 京都府京都市中京区
山中町５５１
大槻 洋三
300 万円
18 名

E-mail: hello@kigu.coffee
Website: www.kigu.coffee

卸売お申し込み

卸ご希望のお客様は QR コードのフォー
ムから会社情報、希望商品、ご連絡先等
のご記入をお願いいたします。

mailto:hello%40kigu.coffee?subject=
http://www.kigu.coffee

