【NEWS RELEASE】
2021 年 6 月 29 日
サーモス株式会社

マイボトル推奨のコーヒーショップ「THERMOS COFFEE TO GO」1 周年！！

新料金・サブスクプラン、新サービスを開始
①お得な料金設定に変更
②シンプルなサブスクリプションプランを開始
ペットボトル削減数がわかる！ドリンク専用の事前決済アプリ「BOTLTO（ボトルト）
」導入
③食洗機対応！！店舗限定デザインボトル「真空断熱ケータイマグ（JOK-350）
」発売
④ボトルレンタルサービスの実証実験を開始。
「MEMBERS BOTTLE」期間限定スタート
新料金・サービス開始日：2021 年 6 月 29 日（火）～
※④ボトルレンタルサービス実施期間：2021 年７月 1 日（木）～9 月 30 日（木）、OOTEMORI のみ実施

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社
（本社：東京都港区 社長：片岡有二）は、2020 年 6 月 29 日よりマイボトル持ち込み型のテイクアウト専門コーヒー
ショップ『THERMOS COFFEE TO GO（サーモス コーヒー トゥ ゴー）』をオープンしています。
このたびオープン 1 周年を迎えるにあたり、よりお客様にご満足いただけるよう、価格を見直すとともに、新しいサービ
スや限定製品を発売します。

◆『THERMOS COFFEE TO GO』の特長
マイボトル持ち込み型のテイクアウト専門コーヒー
ショップです。
ご注文は基本的にマイボトルの使用を推奨。使い捨て
カップをできるだけ使用せず（リデュース）、繰り返し使え
るマイボトルを使用（リユース）することで環境にやさし
い飲用スタイルを提案します。
お客様のマイボトル持参率は 90％以上。たくさんのお
客様にマイボトルをご利用いただいております。

◆『THERMOS COFFEE TO GO』店舗概要
正式名称

『THERMOS COFFEE TO GO』（サーモス コーヒー トゥ

公式サイト URL

https://www.thermos.jp/coffeetogo/

場所

東京都港区西新橋１丁目 3 番 1 号

東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 5 号

西新橋スクエア 1 階

大手町タワー地下 2 階

月-金

7：00～19：00

月-金

土日祝

定休日

土日祝 11：00～18：00

西新橋スクエア

営業時間
サービスお問い合わせ先

ゴー）
OOTEMORI

7：00～19：00

TEL：03-6807-5783

TEL：03‐6275‐6066

月-金

月-金

7：00～18：00

7：00～18：00

土日祝 11：00～18：00
製品・その他お問い合わせ先

サーモスお客様相談室 0570-066966（月-金 9:00～17:00）

※営業時間は変更になる可能性がございます。

① お得な料金設定に変更
飲みたい量だけ無駄なくコーヒーを楽しんでいただくために、ドリンクは 100ml 単位の量り売り（※）を行っています。
このたび、量を多く買うほどお得になる料金設定に変更しました。
●新料金表（下記メニューは一部です。コーヒー以外のドリンク、フードもご用意しています。
）
MENU

100ml

200ml

300ml

＋100ml

フローラル（HOT/ICE）

¥150

¥280

¥380

¥100

バタリー（HOT/ICE）

¥150

¥280

¥380

¥100

シングルオリジン（HOT/ICE）

¥200

¥380

¥480

¥150

カフェオレ (HOT)

―

¥380

¥480

¥150

カフェオレ (ICE)

¥200

¥380

¥480

¥150

ウィンナーコーヒー（HOT/ICE）

¥200

¥380

¥480

¥150

スペシャルティコーヒー (HOT)

1 杯 \1,000
※1 杯は 250～300ml です。毎月豆の種類によって最適な量でご提供いたします。

マイボトル

\０

テイクアウトカップ

¥50

② シンプルなサブスクリプションプランを開始
ペットボトル削減数がわかる！ ドリンク専用の事前決済アプリ「BOTLTO（ボトルト）
」導入
毎日のご利用にお得なサブスクリプション（月額定額制プラン）も全 3 種類のシンプルなプランにリニューアル。
毎月継続しやすい価格に見直しました。各プランに応じて割引やバースデーギフトなどの特典を用意しています。
また、サブスクリプション（月額定額制プラン）のリニューアルにともない、マイボトル専用の事前
決済アプリ「BOTLTO（ボトルト）
」を導入します。アプリ内でドリンクを事前に購入し、マイボトルを
持ってお店に行くとスピーディーにドリンクを受け取ることが出来ます。また、1 回のお買上げをペッ
トボトル 1 本分の削減として、環境ポイントを貯めることができます。注文確定後、プラスチック（ペッ
トボトル）削減数がアプリに表示されます。マイボトルの利用で、環境への貢献度が分かる仕組みです。

● サブスクリプションプラン（6 月 29 日～） ＊現行の月額定額制プランは 2021 年８月 1 日をもって販売を終了します。
PLAN

PRICE

TRIAL
トライアル

￥1,900/
月

BASIC
ベーシック

￥3,900/
月

PREMIUM
プレミアム

￥4,900/
月

※
※
※
※

MENU
オリジナルブレンド（フローラル／バタ
リー）、アールグレイ、オレンジジュース

COUNT
7 回まで /月
21 回まで /月

上記に加え、
シングルオリジン、カフェオレ、ウィンナー
コーヒー、抹茶ミルク、バニラミルク、
チョコレートミルク、今月のジュース

すべてのプラン共通で、１回あたり 300ml までご提供いたします。
各プランの回数内であれば、1 日何回でもご利用いただけます。
THERMOS MEMBERS（サーモスメンバーズ）の特典の対象外ですので、ご了承ください。
価格は税込です。

BENEFITS
フード ￥50 OFF
フード ￥50 OFF
ボトル ￥500 OFF
ドリンク ￥50 OFF
フード ￥50 OFF
ボトル ￥500 OFF
BIRTHDAYGIFT：スペシャ
ルティコーヒー1 杯
（￥1,000）プレゼント

③ 食洗機対応！！店舗限定デザインボトル「真空断熱ケータイマグ（JOK-350）
」発売
THERMOS COFFEE TO GO 店舗限定 真空断熱ケータイマグ（JOK-350）を発売します。
ウミガメとクマノミをモチーフにした限定デザイン。色はブラックとホワイトの 2 色。
型番
JOK-350

色

（左から）

BK：ブラック、WH：ホワイト

容量

価格（税込）

0.35L

\3,300

※THERMOS COFFEE TO GO 店舗限定販売、数量限定。
※交換用部品も店頭にて販売いたします。

④ ボトルのレンタルサービス「MEMBERS BOTTLE」を期間限定でスタート
より気軽にマイボトルを楽しんでいただきたいという想いから、
「サーモス 真空断熱ケータイタンブラー(JOE-360)」
のレンタルサービスの実証実験を開始します。空のボトルを持ち歩いたり、毎日ボトルを洗ったりする必要はありません。
店舗でボトルを借りて、ドリンクを購入してボトルにチャージ。オフィスや外出先でおいしい温度のドリンクをお楽しみい
ただいた後は、そのまま店舗にボトルを返却するだけ。気軽にマイボトルを楽しめます。
（対象店舗：THERMOS COFFEE TO GO OOTEMORI ＊西新橋スクエアでは実施しておりません。）
＜サービスの流れ＞
1, サービス申込み
2, 店舗でボトルを
レンタル

4, 外出先でマイボトルに
入ったおいしい温度の
ドリンクを楽しむ

5,空になったボトルを
そのまま店舗に返却

3, ドリンクを
チャージ

店舗で洗浄・除菌・漂
白・アルコール消毒を
行い保管します

※ドリンクは別途ご購入いただきます

＜サービス概要＞
期間：7 月 1 日（木）～9 月 30 日（木）
価格：500 円（税込）／1 か月 ＋ ボトルデポジット 3,300 円（税込）／初回のみ
※ドリンクは別途ご購入いただきます。
実施店舗：THERMOS COFFEE TO GO OOTEMORI（東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 5 号 大手町タワー地下 2 階）
＊西新橋スクエアでは、ボトルのレンタルサービスは実施しておりません。

＊店舗における新型コロナウイルスの感染拡大予防への対策や取り組みについて、下記を厳守しております。
１． 店頭および店内にアルコールを設置
２． 定期的な店内の消毒の実施
３． スタッフの検温・健康チェック・マスクの着用・手指の消毒
４． 受け渡しカウンターの飛沫防止シートの設置
５． トレイを使用した金銭の授受
６． マイボトルに直接触れない（手袋着用）
７． スタッフは都度アルコール消毒

製品に関するお問い合わせ先
サーモスお客様相談室
TEL（ナビダイヤル）：０５７０ー０６６９６６
https://www.thermos.jp/

