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日常からアウトドアまで活躍必至の「ステム」は、超軽量で高い保温力を誇る。スタンダードタイプと専
用ボトルリーシュ付きの２つのバリエーションを展開。ボトル内側は電解研磨されており、汚れや匂い
がつきにくい。定番のカラーに加え、新色「タン」がシンプルなボディをよりオーセンティックにみせる。

STEM with its ultra-light body and high heat retention capabilities is sure to be 
your perfect companion for daily use or for outdoor use. Choose between the 
standard type or the optional bottle leash. The inner wall of the bottle has been 
electropolished to prevent stains or smells. Tan is the newest edition to the 
standard colors in the line, which accentuates its simple streamlined shape.  

保温保冷機能の向上のためゼロベースで製品設計をし、結果これまでのボト
ルと比較して圧倒的な軽量化と保温保冷効果を達成。朝入れたコーヒーも夕
方まで熱々。また、匂いの残りやすいコーヒーや、塩分が含まれているスポー
ツドリンクなども気にせず繰り返し使える加工がボトル内側に施されている。

Product development was started from scratch in order to heighten 
insulation capabilities to the highest level possible, which made it 
considerably lighter and keeps beverages hot/cool for much longer 
hours. Pour in coffee in the morning to find it still hot in the afternoon. 
The inside of the bottle is coated so that strong smelling drinks such 
as coffee or sports drinks do not leave any odors behind.

アウトドアスペックの圧倒的な保温力
EXTREME INSULATION

The Bottle leash acts as a sidekick to the STEM. Customize the resin 
hook and detachable belt however you want. Use it to separate the 
bottle from the contents of your bag, hang it from the handle of your 
bag, or carry the bottle alone and stabalize by putting the belt 
around your wrist. It’ s the multi-tool you didn’ t know you needed. 

樹脂製のフックと着脱可能なベルトで様々なカスタマイズが可能。バッグ
の中身とドリンクボトルを分けたい時、バッグの取っ手にぶら下げたり、
ドリンクオンリーで出かけたい時、手を通せば安定したハンドルにもなる
マルチツール。　

ボトルリーシュを相棒に
PAIR IT UP WITH A SIDEKICK

VACCUM FLASK STEM / BOTTLE LEASH
バキューム フラスク ステム / ボトルリーシュ タイプ
※ステムはボトルリーシュ付きと無しの２種類です。

ステンレスボトルはライトウェイトがマスト!
TREAT YOURSELF TO A LIGHTWEIGHT STAINLESS BOTTLE

ボディの重量は約200g。これはりんご1個にも満たない重さ。持ってい
ることを忘れるほどの軽さの秘密は、薄くなったステンレスの構造にあ
り。重厚感のある見た目とのギャップにご注目。真空二重構造なのに「軽
い」次世代のボトル。

The bodyweight of STEM is 200g, which is lighter than one single 
apple. You’ ll even forget that it contains a beverage inside, thanks 
to the thinner structure of the stainless steel. Despite its heavy duty 
looks, it’ s the next-gen bottle that will surprise you with its lightness 
while maintaining its double walled vacuum functionality. 
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PRODUCT 　:コーヒードリッパー ケイブ リバーシブル
PRICE        　: ¥1,000

SIZE          　 : W102mm×H85mm
WEIGHT     　: 74g

COLOR       　: BLACK  (4562167757365)
                      　OLIVE     (4562167757723)
                  　     RED      (4562167757716) 

COFFEE DRIPPER CAVE REVERSIBLE
PRODUCT 　:コーヒードリッパー スタンド ピークス
PRICE        　: ¥4,200

SIZE          　 : W164mm×D145mm×H175mm
WEIGHT     　: 250g

COLOR       　: 　– 　(4562167753312)

COFFEE DRIPPER STAND PEAKS

PRODUCT 　:コーヒードリッパー ホルダー ポンド
PRICE        　: ¥1,400

SIZE          　 : W120mm×D66mm×H15mm
WEIGHT     　: 70g

COLOR       　: LIGHT BROWN　(4562167750694)

COFFEE DRIPPER HOLDER POND
PRODUCT 　:コーヒープレス コア
PRICE        　: ¥3,000

SIZE          　 : W120mm×D75mm×H156mm
WEIGHT     　: 350g

COLOR       　: BLACK　(4562167753503)

COFFEE PRESS CORE

PRODUCT 　:コーヒーグラインダー グリット
PRICE        　: ¥8,000 / ¥7,500

SIZE          　 : W52mm×H162mm
WEIGHT     　: 230g

COLOR       　: MATTE BLACK　(4562167754296)
                 　    SILVER 　　　　   (4562167750687)

COFFEE GRINDER GRIT
PRODUCT 　:コーヒードリッパー ケイブ
PRICE        　: ¥1,900

SIZE          　 : W115mm×H95mm
WEIGHT     　: 180g

COLOR       　: BLACK　 (4562167753299)
                         WHITE 　(4562167757129)

COFFEE DRIPPER CAVE

PRODUCT 　:フェロースタッグケトル
PRICE        　: ¥13,000 / ¥14,000

SIZE          　 : W265mm×D130mm×H145mm
WEIGHT     　: 500g

COLOR       　: POLISHD STEEL　(4562167753442)
                 　    MATTE BLACK　　(4562167753435)

FELLOW STAGG KETTLE
PRODUCT 　:ケイブ アンド ポンドセット
PRICE        　: ¥3,500

SIZE          　 : W119mm×D112mm×H120mm
WEIGHT     　: 330g

COLOR       　: WHITE × NATURAL　(4562167757235)

CAVE&POND SET

両面使えるシリコーン製ドリッパー。リブの長さや高さによっ
て抽出する味の調節ができるので、豆や好みの味に合わせてコ
ントロールが可能。持ち運びの際は折りたたんでコンパクトに。

The silicon dripper that allows for a 2 way drip on 
either side of the cone. The length and height of the 
ridges differentiate the flavor that is extracted from the 
beans, making it  possible to control  the flavor 
according to the beans and your preferred taste. Fold 
it up to use it on the go.

天然木を使用した、「ケイブ」シリーズ専用ドリッパーホルダー。
木の種類をマンゴーウッドに変更。焼印のデザインもリニューア
ル。シンプルなフォルムで、様々なマグやコーヒーサーバーに対応。

Its minimal shape goes with any mug or coffee server. 
Adjust its placement to see how much water has been 
dripped. 

磁器製コーヒードリッパー「ケイブ」と専用木製ドリッパー「ポ
ンド」のセット。１～４杯分程度の抽出が可能。ハウス型にデ
ザインされたパッケージはギフトにもぴったり。

This set contains the porcelain coffee dripper CAVE 
and its wooden dripper, POND. It serves 1-4 servings, 
and the packaging is designed to mimic the shape of a 
house, making it perfect for gifts. 

おいしく淹れるためにデザインされた究極のコーヒードリッ
プケトル。温度計付きなので抽出に適切な温度がわかりやす
い。電気コンロ、ガスコンロ、IHクッキングヒーターにも対応。

The ultimate coffee drip kettle designed to make the 
perfect cup. It comes with a thermometer that will let 
you know the opt imum t ime to begin dr ipping. 
Compatible with gas, electric heat or induction tops. 

プロも愛用するこだわりのステンレスフィルターで、豆
の油分をしっかり抽出。おいしさがぶれないコーヒープ
レス。抽出容量280mlで 1～2杯分のレギュラーサイズ。

Even coffee professionals love the stainless filter which 
fully extracts the oils of the beans. It’ s a coffee press 
that gives you a consistent brew, making 280ml for 1 
to 2 cups.

上刃が固定されているので粒度を一定に保つことができ、粗
挽き～細挽きまで調節が可能。ハンドルを外して持ち運べる
ので場所を選ばずコーヒーを楽しみたいコーヒーギーク必携。

The upper blade on this grinder is fixed, making the 
grinds consistent, and the size of the grinds can be 
adjusted to meet your liking, whether fine, medium and 
course. This one’ s for the coffee geeks out there, 
since the handle can be taken off and tucked away for 
ultimate carryability. 

「ケイブ」シリーズ専用のドリッパースタンド。木と鉄製の輪で
組み立てられた本体はシンプルで美しく、ミッドセンチュリー
の家具を思わせる仕上がり。コーヒーの味わいを一層深いものに。

The dripper stand for the CAVE series. It is a simply 
beautiful combination of wood and a metal circular 
structure that is reminiscent of mid-century furniture, 
sure to upgrade your visual coffee experience. 

日本の窯元で、釉薬を練り込んで焼き上げられた磁器製コー
ヒードリッパー。褪色の心配がなく、経年変化を楽しめる。
タイトに絞った傾斜角度で豆のおいしさをしっかり引き出す。

This Japan made porcelain coffee dripper was baked 
with the glaze mixed into the clay, which prevents 
discoloration and can be enjoyed as it ages. The acute 
angle of the V extracts the utmost flavor of the beans.  

2018年秋発売予定
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CAPACITY      : 1,000ml
CAPACITY    : 350ml
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CROSSOVERCROSSOVER Wネームスタイルで様々なコラボレーションを実現しているリバーズ。小さなカフェか
らメジャーアパレルブランド、アウトドアチームやアーティストなどそのカテゴリは
様々。現在は国境を越えロンドンのカフェやアメリカのサーフブランドなど、グローバル
なブランドコラボレーションも誕生。意外な旅先でリバーズプロダクトに出会えるかも。

RIVERS has collaborated with various brands and shops ranging from 
small cafes to major apparel labels, and has even extended its reach to 
outdoor sport teams and artists. Today its collaborations can be 
traced overseas, from a London cafes to an American surf brand. Who 
knows where you unexpectedly stumble upon a product from RIVERS.

SPECIAL THANKS  bread works / MOUNTAIN CRUNCH / STANDARD CALIFORNIA / NO COFFEE / NEIGHBOR HOOD / GO HEMP official web instagram facebook




