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《本リリースに関するお問い合わせ》
取材依頼、画像貸し出し、ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
PR担当 株式会社Casokdo  五十嵐  洋
住    所  ：〒141-0033　東京都品川区西品川 1丁目 6番 4号　
E - mail ：igarashi@a-ms2.com　T E L : 03-5436-7636　携 帯 : 090-1761-1417　F A X : 03-5436-7637
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株式会社アスプルンド（本社：港区三田 代表：嶋本喜司）は、「コカ･コーラ」ボトル 100周年記念に合わせ、
コカ･コーラ | 212 KITCHEN STOREデザインのオリジナルグッズを販売します。
1886年に米国ジョージア州アトランタで誕生した「コカ･コーラ」。1915年に誰もが簡単に「コカ･コーラ」だと識別できるように “コ
ンツアーボトル ”と呼ばれるボトルが開発されました。この独特の形をしたボトルによって、100周年を迎える今も「コカ･コーラ」は
世界でも、日本でも、数多くの人々に愛されつづけています。
212 KITCHEN STOREは、キッチンウェア、テーブルウェア、輸入家電、輸入食材、ハウスキーピングを中心に、" 食 " に関わる
グッズの専門店として、素敵な我が家のレストラン作りをお手伝いしてきました。
今回、「コカ･コーラ」と、212 KITCHEN STORE がタッグを組み、コンツアーボトルをモチーフにしたヴィンテージデザインアイテム
をAMERICAN DINER風にアレンジし展開。楽しい食卓づくりを提案いたします。
発売は、212 KITCHEN STORE、ならびにアスプルンド公式通販サイト（http://www.asplund-style.com/）にて開始いたします。

「コカ･コーラ」ボトル100周年記念、マニアならば見逃したくない！
ボトルをモチーフにしたヴィンテージデザインの商品をAMERICAN DINER風に展開します
212 KITCHEN STORE限定、キッチンアイテム５月より発売！

※本製品の掲載に関しまして、webでのご掲載は5月11日以降でお願いします。 ※撮影用サンプルなどのご依頼も可能です。

特設サイト5月 15日オープン予定 ＞＞ http://www.212kitchenstore.com/cocacola/
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ランチョン
 （Bottlerocket）
ｻｲｽ ：゙W430×D330（mm）
価　格：600（税別）

ランチョン
 （Red White&Coke）
ｻｲｽ ：゙W430×D330（mm）
価　格：600（税別）

ランチョン
（6pack）
ｻｲｽ ：゙W430×D330（mm）
価　格：600（税別）

製品紹介

※本製品はThe Coca-Cola Companyの許諾に基づき製造・販売されるものです。　Coca-Colaとコカ・コーラはThe Coca-Cola Companyの登録商標です。

ミトン 
（13ﾎﾞﾄﾙ ﾛｹｯﾄ ）
ｻｲｽ ：゙W 190×D15×H330（mm）
価格：1,000（税別）

ミトン
（ ﾚｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｱﾝﾄﾞ ｺｰｸ ）
ｻｲｽ ：゙W 190×D15×H330（mm）
価格：1,000（税別）

ポットホルダー 
（ﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄ ）
ｻｲｽ ：゙W 200×D200×H50（mm）
価格：600（税別）

ポットホルダー
 （ﾚｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｱﾝﾄﾞ ｺｰｸ ）
ｻｲｽ ：゙W 200×D200×H50（mm）
価格：600（税別）

アメリカンヴィンテージ風にデザインされた限定「コカ･コーラ」キッチンアイテム
アメリカンヴィンテージ風にデザインされたコカ･コーラ | 212 KITCHEN STOREデザインのオリジナルグッズたち。新しいのに、どこかレトロな感じ。
持つ人の個性を感じさせるアイテムをご紹介いたします。

マグ
（ ﾊﾟｰｽ ｱﾝﾄﾞ ﾘﾌﾚｯｼｭ ４ﾎﾞﾄﾙｽﾞ）
ｻｲｽ ：゙W 125×D80×H100（mm）
価格：800（税別）

タンブラー
（Bottlerocket）
ｻｲｽ ：゙W72×D72×H138（mm）
価格：650（税別）

タンブラー
（Red White&Coke）
ｻｲｽ ：゙W72×D72×H138（mm）
価格：650（税別）

タンブラー
 （6pack）
ｻｲｽ ：゙W72×D72×H138（mm）
価格：650（税別）

メラミンコースター 
（Bottlerocket）
ｻｲｽ ：゙W100×D100×H5（mm）
価格：400（税別）

メラミンコースター 
（Red White&Coke）
ｻｲｽ ：゙W100×D100×H5（mm）
価格：400（税別）

メラミンコースター 
（6pack）
ｻｲｽ ：゙W100×D100×H5（mm）
価格：400（税別）

マグ
（ﾚｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｱﾝﾄﾞ ｺｰｸ ）
ｻｲｽ ：゙W 125×D80×H100（mm）
価格：800（税別）

ドリンキングジャー RD
ｻｲｽ ：゙W 110×D80×H135（mm）
　　　 フタ直径 70mm
価格：1,200（税別）

ドリンキングジャー SQ
ｻｲｽ ：゙W 110×D80×H135（mm）
　　　 フタ直径 70mm
価格：1,200（税別）

メラミンボウル
（Bottlerocket）
ｻｲｽ ：゙W150×D150×55（mm）
価格：700（税別）

メラミンボウル
（Red White&Coke）
ｻｲｽ ：゙W150×D150×55（mm）
価格：700（税別）

メラミンボウル
（6 パック）
ｻｲｽ ：゙W150×D150×55（mm）
価格：700（税別）

内側デザイン 内側デザイン 内側デザイン

メラミンプレート
 （Bottlerocket）
ｻｲｽ ：゙W205×D205×H15（mm）
価格：600（税別）

メラミンプレート
 （Red White&Coke）
ｻｲｽ ：゙W205×D205×H15（mm）
価格：600（税別）

メラミンプレート
 （6pack）
ｻｲｽ ：゙W205×D205×H15（mm）
価格：600（税別）

メラミントレイ
（Bottlerocket）
ｻｲｽ ：゙W328×D253×H16（mm）
価格：1,200（税別）

メラミントレイ
（Red White&Coke）
ｻｲｽ ：゙W328×D253×H16（mm）
価格：1,200（税別）

メラミントレイ
（6pack）
ｻｲｽ ：゙W328×D253×H16（mm）
価格：1,200（税別）

ティータオル 
（ﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄ ﾌﾟﾘﾝﾄ）
ｻｲｽ ：゙W700×D450（mm）
価　格：1,000（税別）

ティータオル 
（ﾎﾜｲﾄ ｺｰｸ）
ｻｲｽ ：゙W700×D450（mm）
価　格：1,000（税別）

ティータオル 
（ｺｰｸ ６ﾊﾟｯｸ ﾃﾞﾘｼｬｽ ｱﾝﾄﾞ
ﾘﾌﾚｯｼﾝｸﾞ）
ｻｲｽ ：゙W700×D450（mm）
価　格：1,000（税別）

ティータオル 
（ｺｰｸ ３ﾎﾞﾄﾙｽﾞ ﾊﾟｰｽ ｱﾝﾄﾞ 
ﾘﾌﾚｯｼｭ）
ｻｲｽ ：゙W700×D450（mm）
価　格：1,000（税別）

ティータオル 
（ﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄ ｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ）
ｻｲｽ ：゙W700×D450（mm）
価　格：1,000（税別）

ペーパーナプキン 20 枚入
（ｶｸﾃﾙ ﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄ）
ｻｲｽ ：゙W 130×D130×H20（mm）
価格：400（税別）
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「コカ･コーラ」は、1886 年に誕生以来、ソーダファウンテン（薬局と喫茶店、お菓子屋をひとつに　
した当時の独特の店）でグラス売りされていましたが、その後びん詰めで販売されるようになり、　ビ
ジネスの可能性が広まりました。しかし、人々の生活の一部に欠かせないものとなっていく一方、模倣
品が増えたため、1915 年に「暗闇で触っても地面で砕け散ってもそれが、『コカ･コーラ』のボトルと
わかるもの」をコンセプトに、新しい形状のボトルを誕生。それが、“ コンツアーボトル ” と呼ばれる
「コカ･コーラ」独自のボトルです。“ コンツアー (Contour)” とは、「輪郭」と訳され、「コカ･コーラ」
で意味するコンツアーとは、“ コカ･コーラ独特の曲線や形状を表す輪郭･姿 ” ということです。
「コカ･コーラ」ボトルは、カカオ豆のイラストからヒントを得てデザインされました。また、緑色がかっ
たガラスが特徴的で、この色は、ザ コカ･コーラ カンパニーの本社が所在するジョージア州の森にちな
んで、“ ジョージア･グリーン ” と呼ばれるようになりました。
「コカ･コーラ」ボトルの形状は、100 年経った今でもほとんど変わることなく、おいしさと爽快感を
はじける炭酸といっしょに詰めて、世界中の人々の特別な瞬間に最高の笑顔を届けています。

◎ “「コカ･コーラ」ボトル ” の誕生から 100 周年

※本製品はThe Coca-Cola Companyの許諾に基づき製造・販売されるものです。　Coca-Colaとコカ・コーラはThe Coca-Cola Companyの登録商標です。

製品紹介

「コカ･コーラ」を身にまといキッチンを楽しく彩るアイテム
梅雨の日でもお気に入りの「コカ･コーラ」のアイテムを身にまとって楽しくキッチン！

エプロン
ﾍﾞﾃｨ ｴﾌﾟﾛﾝ
サイズ：着丈 800、身幅 700（mm）
価　格：2,500（税別）

マルシェバック B　RE
サイズ：W460×H775（mm）
価　格：1,600（税別）

マルシェバック B　BR
サイズ：W460×H775（mm）
価　格：1,600（税別）

マルシェバック A　BE
サイズ：W460×H775
価　格：1,600（税別）

マルシェバック A　BR
サイズ：W460×H775（mm）
価　格：1,600（税別）

エプロン
ﾎﾜｲﾄ ｱﾝﾄﾞ ｺｰｸ
サイズ：着丈 800、身幅 700（mm）
価　格：2,000（税別）
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