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UNPLUGGED COFFEE

UNPLUGGED COFFEEは”電気を用いない道具で、コーヒーを
楽しもう”というメッセージ。グラインダーを握る手に響く豆の
砕かれる音。カタカタと湯気を吹く焚き火の上のケトル。温度計
を覗き込み、つい頷く。挽いた豆に湯を注ぐと辺りは香ばしい香
りに包まれる。その香りは豊かな自然の景色に相まって最高の
リラックスをもたらしてくれる。こうしたひとつひとつの瞬間
を逃さずいられるのは、感性を遮るものが何もない自然の中で、
手間暇をかけてシンプルな道具を使うことにあるかもしれない。
今度の週末はアンプラグドな道具を持って自然に身を投じ、
コーヒーを淹れてみよう。少しだけ新しい扉が開けるかもしれない。

UNPLUGGED COFFEE is our message to you, to enjoy coffee with 
no electricity required. The sound of beans being ground as you 
grip onto the grinder. The steam arising from the kettle placed on 
top of a burning fire. Peering at the thermometer, unwittingly 
nodding as you see the temperature is just right. As your pour 
boiling hot water onto the grounds, a fragrant scent fills the air. 
That aroma, along with the rich scenery in front of you, provides 
with the ultimate sense of relaxation. Maybe you’ re made aware of 
these tiny moments by taking the time to use simple tools in nature, 
where you are void of all your worldly thoughts. Maybe it’ s time you 
take these “unplugged” tools for a spin and jump into the world of 
nature. You never know. You might get a peek into something new.

































P36 P37

STANDART JAPAN × RIVERS

「飲む」を彩るブランド

RIVERS（リバーズ）代表取締役の足利修一氏が前
身となる貿易会社を立ち上げたのは、2000年3月のこと。
それまでさまざまなビジネスに挑戦していた彼は、単に
商品を右から左へ流すだけではなく、自分が本当に好
きになれるものを作って世界に広めるような仕事がした
いと考えるようになります。
そんな足利氏がある展示会で出会ったのが、後に

「ウォールマグ」として知られるようになるタンブラーで
す。今でこそタンブラーはさまざまなお店で見かけま
すが、当時は日本にスターバックスが進出した直後で、
タンブラー自体がようやく市民権を得つつある頃。
足利氏は、そのデザイン性の高さや機能性に惚れ込
み、香港で製造されていた同製品を輸入して国内で販
売することに。しかし、いきなり壁にぶち当たります。
ある国内の展示会でそのタンブラーを発表した際に、
製品に使用されている素材は日本でのイメージがあまり
良くないため、このままだと日本では売れないというコメ
ントをバイヤーから耳にしたのです。
早速改善点を製造元に伝え、日本市場に合うよう
製品をブラッシュアップしていくうちに、自分で製品
をデザインするということへの想いがますます高まっ
ていくことを感じた足利氏。「とはいっても、当時は
製造業のノウハウが全くなく、日々勉強という状態で
したね。印刷に関する話をお客さんとしていたときに
『CMYKって何ですか？』と聞いてあきれ顔をされた
こともありました」
そして地道に改良を重ねて完成した第二号のタンブ
ラーが世に出た頃、ある出来事が起きました。
ある日彼が渋谷を歩いていると、若い女性がカバン
から500ml入りのペットボトルを取り出し、颯爽と何か
を飲みはじめたのです。実は、1990年代前半までペッ
トボトルは1リットル以上の大型のものしか販売されて
おらず、小型のペットボトルが普及するようになったの
は1996年に飲料業界で自主規制が緩和されてからの
ことでした。
それまでは、飲み物を携帯するための手段と言えば
水筒、というイメージが一般的でしたが、この頃から
直接口にするタイプの容器が増え、「歩き飲み」が浸透
しつつありました。この飲み物の新しい楽しみ方こそが、
「ドリンクウェア（Drink［飲み物］とWare［器具］を

組み合わせて作られた造語）」ブランド、RIVERS誕生
のきっかけだったのです。

RIVERSというブランド名は、文字通り川（River）
に由来します。製造業の世界では、材料が製品に姿
を変え販売されるまでの過程を川にたとえ、各工程
に携わる企業が川上・川中・川下企業と呼ばれていま
す。つまり、「RIVER」には川上（材料）から川下（販売）
まで、自分たちの世界観を守るという意味が込められ
ているのです。そして一本の川に終始するのではなく、
広い可能性を見据えたチャレンジ精神が最後の「S」に
宿っています。　

RIVERSの最初の川となったタンブラーは、度重な
る改良の結果ウォールマグへと進化し、販売数量が
年間100万個を超える大ヒット製品に。「飲む」を彩る
ブランドとして、RIVERSはタンブラーのラインナップ
を拡充しながら、ティーポットやスープ専用マグなど、
新たな製品を矢継ぎ早に展開していきます。しかし、
なかなかウォールマグに続くヒット製品を生み出せず
にいました。

トライ＆エラーを通じた学習

一方コーヒー業界では、スターバックスをはじめとす
る「シアトル系コーヒー」の波が一段落し、2000年頃
からスペシャルティコーヒーに注目が集まり始めていま
した。もちろんその情報はRIVERSのもとにも届き、
2010年からコーヒー器具事業をスタートさせます。
スペシャルティコーヒーの味を存分に感じられる製
品、という視点でアイディアを練った結果、彼らが次に
行き着いた先は、豆の油分までしっかりと抽出できる
コーヒープレスでした。
しかし開発にあたっては、特に味の決め手となる金
属フィルターの設計に大いに苦戦することになります。
フィルターの目のつくりを少し変えるだけで、本来であ
れば甘みの強い豆なのに酸味が強調されてしまったり、
フィルターを10枚作れば10種類のコーヒーができてし
まったりと、開発は思うように進みませんでした。
それまでまったく関わりのなかった企業にも何かし
らのヒントを得ようとコンタクトを続けましたが、なか
なか解決の糸口は見えません。しかし、カフェのオー
ナーやバリスタなど、コーヒーのプロに相談を持ちかけ
るなかで、RIVERSはあるキーパーソンに出会います。

上：「コーヒー グラインダー グリット」
中：2018年発売の「コーヒードリッパー ケイブ リバーシブル」と 
 「ウォールマグ スリーク アンプラグド」
下：「コーヒープレス コア」
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そんな考えが反映された製品のひとつが、2018年発
売のシリコン製ドリッパー「コーヒードリッパー ケイブ 
リバーシブル」です。通常ドリッパーはプラスチックや
陶器でできたものがほとんどのため、あまりコーヒーに
こだわりがない人であれば、豆や気分に合わせてコー
ヒーの味を変えるためにわざわざ複数のドリッパーを購
入するという考えには至りづらいもの。
しかしこの製品はシリコンという素材の特性を活か
し、表と裏にサイズの違うリブを施すことで、同じ豆で
も使用する面に応じて味が変わるように設計されていま
す。ここには、淹れ方を変えるだけで味がこんなに変
わるんだ、とユーザーがコーヒーに興味を持つきっかけ
を作りたいというRIVERSの想いが込められています。
また個々の製品だけでなく、年間のテーマからも消
費者としての気持ちがうかがえます。
何かのプロジェクトを成功させた後に仲間と飲む

ビールや、バーベキューをしているときに友だちと飲
む一杯にどこかいつもと違う雰囲気を感じたことがあ
る人は多いのではないでしょうか。同様に、キャンプ
や山登りをしているときなど、いつもと違う環境、条
件下で飲むコーヒーには、家庭やカフェで楽しむコー
ヒーとは何か違うものがあります。2018年のテーマ
「Unplugged」は、このような一消費者として感じたこ
とから生まれたものでした。
実際の製品は、高温で長時間焼くことで耐久性を上
げた磁器を用いたり、中身が漏れにくいフタを導入した
りと、アウトドアでの使用を意識した作りになっていま
す。さらに、先述のシリコン製ドリッパーは、折りたた
むとウォールマグシリーズの中にすっぽりとおさまるよう
になっているため、挽きたてのコーヒーを外でも楽しめ
るようになっていて、荷物の量に限りがあるアウトドア
での使用にぴったり。
このようにRIVERSの製品は、消費者の「あったら
いいな」という世界を構成するパズルのピースのような
存在なのです。

仕事と遊びの境界線をなくす

どの業界であっても、仕事として携わっているとつい
つい見失ってしまいがちな「消費者目線」を培うため、
RIVERSでは普段製品開発に関わっていない社員も巻
き込んでフィールドテストが行われています。

フィールドテストというと、事前に製品の懸念事項を
洗い出してから想定環境で試験を行い、その結果をま
とめて製品を改善していく、というのが通常のプロセ
スですが、RIVERSのフィールドテストの焦点はあくま
で「楽しむ」こと。目的地に向かうときも雑談がメイン
で、帰宅時には次は何をして「遊ぶか」というのが話題
の中心です。350ml缶を冷却した状態で運ぶための缶
クーラーの開発を考えていたときは、SUP（ Stand Up 
Paddle Boarding：サーフボードの上に立ち水面をパド
ルで漕いで進むハワイ起源のウォータースポーツ）で沖
に出てビールを飲んだら美味しいよね、という会話か
らSUPを習いにいこうという話まで出たほど。
これには「製品をテストするぞ！」という気持ちで
フィールドテストに臨み、メーカーとしての視点から製
品を見てしまうことを防ぐ狙いがあります。また、社員
のなかには結婚や子育てで普段はアウトドアアクティ
ビティに参加出来ない人、さらにはもともとアウトドア
にまったく興味がなかった人もいますが、会社が色ん
な体験ができる場を与えることで、社員の消費者感覚
を養おうとしているのです。
作る側が楽しんでいるからこそ、使う側にも楽しさ
を伝えられるというこのRIVERSの哲学は、彼らが目
標としている「仕事と遊びの境界線をなくす」という言
葉からもうかがうことができます。

もっと多くの人にコーヒーの楽しさを

製品以外でもRIVERSらしさを伝えられるよう、最
近では外で飲むコーヒーの楽しさをテーマにした『それ
がいい！【 登山の楽しみ方がわからない人の歌 】』という
オリジナルアニメーションが制作されました。
「かっこよさ」や「オシャレさ」が前面に出ることの多
いコーヒー業界に、これまであまり見られなかった角度
からアプローチしたこの動画が気になる方は、インター
ネットでタイトルを検索してみてください。Unplugged
製品と共に観れば、インドア派の人もつい屋外でコー
ヒーを飲んでみたくなるかもしれません。
門外漢だからこそ気づけたコーヒーの新たな側面を
世に伝えながら、RIVERSは今後もその支流を増や
し続けていくことでしょう。あなたも明日は「楽しい」
コーヒーを見つけに出かけてみませんか？ 

下北沢にあるCOFFEA EXLIBRISのオーナー、太田
原氏です。彼のアドバイスを受けながら改良を重ねた
フィルターは、徐々に理想のものへと近づいていき、
さらなるトライ＆エラーを重ねた結果、現在の主力製品
のひとつコーヒープレス「コア」が誕生したのです。さら
に太田原氏のお墨付きを得ることで、他のお店でもコ
アを扱ってもらえるようになりました。これはお店や企
業を超えたコラボレーションの場が多いコーヒー業界
ならでは、と言えるかもしれません。

コーヒーはみんなが楽しめるもの

基本的には自分たちが興味を持っているものや、こ
んな商品があったらいいな、という想いから製品開発

がスタートするというRIVERS。なかでも重要視してい
るのが、消費者としての視点を失わないこと。
物事へのこだわりは、ともすれば独善的な考えへと
つながりかねません。コーヒーもその例外ではなく、コー
ヒーを提供する（もしくはコーヒー器具を製造する）側
は、自分たちのこだわりがどこまで消費者に伝わって
いるのかという点について考えないと独りよがりになっ
てしまう――だからこその「消費者目線」なのです。
コアの販売開始以後、スペシャルティコーヒーが普及
していくなかで、職人的な考えを持つ人が増えていくの
を感じたRIVERSでは、コーヒーの美味しさを追求す
ることにすべてを注ぐのではなく、コーヒーの「楽しさ」
を伝えることでコーヒーの裾野を広げたいという想いが
強まっていきました。

2018年3月某日長野県白馬村で行われたフィールドテストの様子。
今回のために事前にスキーのレッスンに通ったという社員も。
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When did you have your cup of coffee today? A cup in the kitchen to try and wake your 
brain. A cup to increase your concentration at work. A cup while relaxing with your friends 
or loved ones. The ways to enjoy coffee are as infinite as the number of people out there. 
Rivers is a drinkware brand that explores the possibilities of the coffee culture, arguably 
most known for their hit tumbler, the “Wallmug” . Through their 2018 theme of “Unplugged” 
they explore the ways of enjoying coffee outdoors, bringing a new wave into an industry 
where coffee giants have been around for ages. Stick around for a closer look at their 
journey.
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A brand that enhances the act of “drinking”
Shu Ashikaga, the representative director of what is now RIVERS, established its 
preceding trading company in March 2000. He had experienced trading products in 
various types of businesses, but came to believe that what he really wanted was to create 
a product he loved and to bring it to people all around the world. It was then that Ashikaga 
came across a tumbler at an exhibition, which would later come to be known as the 
“Wallmug” . Know that tumblers are now a thing that can be found relatively anywhere, but 
at the time, it was right after Japan had seen its first Starbucks, and tumblers were just 
beginning to gain momentum among its people. Ashikaga, having fallen in love with its 
superior design and functionality, decided to import the Hong Kong- manufactured 
product into Japan. However, he immediately hits a wall. When he first released the 
tumbler at an exhibition held in Japan, he hears a buyer comment that the material the 
product is made of does not fly well in Japan, which will affect the product’ s sales. He 
immediately rushes the information to the manufacturer and brushes up the product to 
meet the needs of the Japanese market, and feels his own urge to design a product 
heighten. “Having said that, I had no knowledge of manufacturing a product and was 
learning new things every day. I remember once talking to a client about printing, and 
asked what CMYK was. He looked vaguely annoyed.” , he says. When the second model 
of the tumbler was finally released after several modifications, fate struck him yet again. 
While out in Shibuya, he saw a young woman take out a 500ml PET bottle out of her bag 
and take a sip from it. In the early 90s, beverages in PET bottles were only available in 
larger sizes of 1 liter or more, and smaller sized bottles were made widely available after 
1996 when the regulations were mitigated. Until then, canisters were the only method of 
carrying around a beverage, but it was from around that time when bottles that allowed 
you to drink directly from it became widespread and allowed for the “drink on the go” . 
This new way of enjoying a drink was how the drinkware brand (coined from the words 
“drink” and “ware” , as in container) RIVERS came to be born. The name RIVERS comes 
from the idea of how the manufacturing business can be compared to a river where the 
materials are molded into products and eventually sold. The companies involved in each 
of those processes are called upstream, midstream, and downstream companies. In 
“RIVER” is the hope to realize the brand’ s vision from the upstream (materials) to the 
downstream (sales), with the final “S” symbolizing the hope to challenge all kinds of 
possibilities.The first river for RIVERS, the tumbler, eventually became a mega hit product, 
selling more than 1 million pieces per year. As a brand that enhances the act of drinking, 
RIVERS broadened its product line up, adding teapots, mugs for drinking soup, etc. to its 
collection. However the brand struggled to find a product that would follow up on its 
success.

Findings through trial and error 
Meanwhile in the coffee industry, the booming popularity of Seattle-born coffee shops 
such as Starbucks had settled down and specialty coffee was on the rise around 2000. Of 
course RIVERS had caught on to this, and released their own coffee related products in 
2010.The most important factor in their product development process was to bring out as 
much flavor possible from the specialty coffee beans, and the outcome turned out to be a 
coffee press that firmly extracts coffee oils. However, in creating the product, the metal 
filter which largely affects the taste became a huge obstacle. Miniscule altercations of the 
sizes of the holes in the filter would make normally sweeter coffee beans taste sour, and 
the taste of the coffee would be completely different between each of the filter samples. In 
an attempt to find a solution, they tried to reach out to different companies for hints, but 
found no luck there. However after consulting with coffee professionals such as cafe 
owners and baristas, RIVERS met one key person.
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That person was Otawara, the owner of COFFEA EXLIBRIS located in Shimokitazawa. The 
filter was modified bit by bit according to his advice and gradually took form of the ideal 
shape. After several trial and errors, the Coffee Press “Core” was born, eventually 
becoming one of the brand’ s main sellers. Many shops came to carry the product 

knowing that the product was backed by Otawara. These kinds of collaborations that are 
more than mere partnerships among brands or shops seem to happen a lot, which may 
be something that makes the coffee industry unique.  

Coffee for everyone
At RIVERS, product development tends to be inspired by whatever interests the team 
has at the time, or ideas for products that they wish existed. In that process, the most 
important part is to always have the perspective of the consumer, as extreme attention to 
detail in product development can at times become self-righteous. When providing 
coffee (or coffee equipment), they believe in the importance of knowing how well the 
consumer acknowledges the idea behind of the product in order to remain grounded. 
After Core was released and specialty coffee became increasingly widespread, RIVERS 
found that more people were starting to become interested in the art of making coffee. 
While their sole objective until then was to create products that extracted the best flavor 
out of the coffee grounds, they found that their interest shifted towards spreading the fun 
of coffee and increasing the demographic of coffee lovers.
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One product that was born out of that idea is the Coffee Dripper Cave Reversible, 
released in 2018. Traditional drippers are made of plastic or porcelain, and unless you’ re 
a huge sucker for coffee, it is not common to purchase several drippers to accommodate 
different types of coffee beans or the kind of mood you’ re in that day. However, this 
product utilizes the silicone material it is made out of by putting different sized ribs on 
either side of the dripper, creating a structure that allows for a change in flavor even 
when using the same coffee beans. Here lies RIVERS’s hope that people who previously 
was not interested in coffee has their interest piqued, in knowing that the flavor will differ 
depending on the side of the dripper the coffee was poured in. Their stance on keeping 
with the perspective of a consumer can be seen not only in their products but in their 
annual theme as well. Like there is a difference between a beer with colleagues after a 
successful project, and a drink with your friends at a barbeque, different locations and 
conditions create different feelings. Same way that the cup of coffee you have when 
you’ re out camping or mountain climbing is not the same coffee you enjoy at home or at 
a cafe. The 2018 theme, “Unplugged” , stems from these musings as a consumer. And of 
course, their products are designed to brave the outdoors - for example porcelain cups 
are made extra durable by being burned at a high temperature for a long period of time, 
lids are leak-proof, and the aforementioned silicone dripper is made to be folded and 
stored inside of the Wallmug series, making it possible to enjoy freshly ground coffee in 
the outdoors without taking up any space. The products of RIVERS are like missing 
pieces of the puzzle of things you didn’ t know you wanted. (But do.)

Blurring the line of work and play
In any line of work, no matter the industry, it is hard to maintain a consumer’ s point of 
view- this is why RIVERS employees who usually not involved in the product 
development process are also invited to join field tests. Field tests are normally a 
process of identifying potential concerns about a given product, testing them under the 
expected conditions, gathering results, and improving the product based the outcome. 
However RIVERS field tests are focused on the act of having fun. Coworkers engage in 
non-work related chit chat on the way to the destination and talk about what activities to 
enjoy next time on the way home. There was even talk about learning SUP (Standup 
paddleboarding; a Hawaiian water sport where the rider  stand on their boards and use a 
paddle to propel themselves through the water) together while having a discussion about 
developing a 350ml can cooler in order to enjoy a beer offshore. This style was adapted 
to prevent testing a product from the manufacturer’ s point of view, and also to give the 
opportunity as a company to heighten the employee’s sense of being a consumer, even 
to those who are usually too busy with their families to participate, or those who are not 
the outdoorsy type. This RIVERS philosophy of having fun creating in order to be able to 
communicate the fun of using a product is the idea behind blurring the line between work 
and play.

Spreading the fun of coffee
RIVERS also released an original animated film, “SOREGAII (The song for people who 
don’ t understand mountain climbing)” that shows the fun of enjoying coffee outdoors for a 
new approach on their brand. If you’ re looking for a fresh angle in the coffee industry 
where hipness and style is always at the forefront, try searching the internet for the song 
title. Even if you’ re the type of person who never wants to leave home, it might get you 
inspired to drink coffee outdoors, with the Unplugged series lineup in tow. By being the 
unprofessional, RIVERS has and will continue to introduce to the world sides to coffee you 
didn’ t know about. Hopefully you’ve been inspired to find the fun of coffee for yourself, too. 






