
豆名 産地

ダテーラ　スウィートイエロー　⑥ ブラジル

キャラメラード　ヴィセンチ　⑥ ブラジル

キャラメラード　ピーベリー　⑥ ブラジル

プレミアム　ショコラ　⑥ ブラジル

さくらブルボン　④⑤⑥ ブラジル

ヴィーニョ・ロゼ　④⑤ ブラジル

プリマベーラ・カフェインレス　⑥ ブラジル

エメラルドマウンテン　⑤⑥⑦ コロンビア

スウィート・フラワーズ　④⑤⑥ コロンビア

アルト・デル・オビスポ　⑤⑥ コロンビア

オレンジコンドル　ハニー　⑥ ペルー

プリンセサ・ワイニー　ナチュラル　④⑤⑦ ドミニカ共和国

インドネシア

インドネシア

バリ神山 ハニー　⑤⑥ インドネシアバリ島

ジャマイカ

ロス・ピノス　⑤⑥ グァテマラ

ジャバニカ　エル　ジャスミン　⑤⑥ ニカラグア

エル・ススピロ オレンジブルボン　④⑤⑥ ニカラグア

ニカラグア

オホ・デ・アグア　マラカトゥーラ ④⑤⑥ ニカラグア

サンタマウラゲイシャ　⑤ ニカラグア

ハートマン　カツーラハニー　⑥ パナマ

アウロマール　オーロラ　ゲイシャ　⑤ パナマ

クリスタルマウンテン　④⑤ キューバ

クムル　ダーク　⑤⑥⑦ パプアニューギニア

トロピカルマウンテン　⑤⑥ パプアニューギニア

ラ・カンデリージャ　ハニー　⑥ コスタリカ

ガンボア　ブラックハニー　⑤⑥ コスタリカ

ピエサン カトゥアイ ホワイトハニー　④⑤⑥ コスタリカ

モンデュール　⑤ タンザニア

キビンゴ ハニー　⑤ ブルンジ

グランレイナ・プレミアム　⑤ ザンビア

モカマタリ　④ イエメン

ホワイトキャメル・モカイスマイリ　⑤ イエメン

エチオピア

エチオピア

モカクイーン　⑤⑦ エチオピア

シダモ カフェインレス　⑥ エチオピア

ケニア

ホンジュラス

アイスブレンド　⑦⑧ エチオピア他

エル・トリウンフォ　カフェインレス　⑥ メキシコ

価格(100g)

￥930 ・良質なナッツ感と重厚な甘さを誇るコーヒー。
・奥深くやわらかでソフトな酸味とボディを併せ持ち、クリーンで甘さあるヘーゼルナッツプラリネのようなフレーバーが強くなるアフターテイスト。

￥900 ・豊富な雨と山に恵まれた環境の高品質コーヒーの産地。
・キャラメルのような甘いアロマとシルキーなコクがあり、ナッティな香ばしさと長く続く余韻を楽しめます。　・ミルクと相性抜群!!

￥890
・セラード地域より400kmほど東側に位置するマッタスデミナス地域は豊富な雨と山々に囲まれ、恵まれた環境の高品質コーヒーの産地です。
・キャラメルのような甘いアロマがとても強く味わいもまったりとしたコクが広がり、ロングアフター!!
・エスプレッソでは強いクレマを作り素質が最大限に発揮されます。
・酸の質も良く、浅煎りにすると柑きつ系のマーマーレードのような香りを放ちます。深煎りでは甘み、コク、香り倍増です!!

￥840 ・小高い丘陵地で豊かな土壌と水質源があり、伝統的なブラジルの味になるよう非水処理。
・ナッツフレーバーと甘味。ミルクチョコレートのような香り。アフターテイストも上質です。　・バランスよく、どのローストにも合います。

￥820
・春、年に一度花咲かせる「さくら」満開になった時のフレッシュな香りは心和ませてくれます。そんな雰囲気をもつコーヒー育成・栽培に熱心なブラジル、サンタルア農園からお届け！
・生豆が柑きつ系の爽やかに際立つ甘い香りを放ちます。
・甘美な香りのよいフルーツ感とボディしっかりなチョコレートフレーバーが心地よく、バランス良く、まさにあの「さくら」のように華やかでフレッシュな香りと甘味。
・太陽の恵みをいっぱいに浴びた完熟ブルボンを是非お楽しみください！

￥1,040
・農園はまさにグラン・クリュ畑のようなテロワールに恵まれ、自然にこのような甘い果実のキャラクターが生み出されます。
・口に含んだ瞬間、果実の甘味が際立ち、鼻腔からもワインを思わせるフレーバーです。
・「ロゼ」＝「バラ」バラのような鮮やかなピンク色を感じる余韻が甘い香り。
・口あたりよくフルーティな味わいで、ナチュラルで力強いボディ感ありますが、後口はとてもクリア!!ただただ伸びやかな広がる甘味をおたのしみください!!

￥930
・2018年COEチャンピオン農園である「ファゼンダ・プリマベーラ」から一番品質良いとされ、オリジンがはっきりとわかる「スイスウォータープロセス」コーヒーを輸入。
・香ばしさ際立つクリーミィな舌ざわり。
・カカオの甘味がフレーバーに溢れ、ビターテイスト！
・ミルクと相性良くとても飲みやすいです！

￥1,340

・宝石「エメラルド」の名を冠したコロンビアコーヒーの最高級品!!
・丹精込めて一粒ずつコーヒーチェリーを手摘み収穫。コロンビア全収穫の上位1%～3%未満と厳しいFNCの審査にて選び抜かれたトップオブトップのクオリティを誇るエメマン!!
・一口目からコクと甘味が口中を包みこんでくれます。エメマン特有の比類のない甘い果実、花の香のような香り、複雑な芳醇な深さをもつコクは、しっかり重みを感じさせながらも、滑らかな甘味がほど
よく中和し、口当たり良好。　・重みのある安定したコクの上に広がる柔らかな酸、香味が花開くように広がり華やか。
・何より味わって頂きたい「余韻」。味わっている時のコクが流れるように消え、立体的な味が充足感に満ちる風味に魅了!

￥820
・地域の自然を守りながら高品質なコーヒーを生産しています。
・生豆でも驚くほど甘く、そして力強い香りが空間いっぱいに広がります。その甘さはマイルドチョコをココナッツとジャスミンアロマでミックスしたような印象です。
・酸も上質で華やかジューシー!!
・味・香りともにインパクトのあるコーヒーで様々な焙煎で個性をお楽しみ頂けるアフターGOODな味わい。

￥940

・ラ・エスペランサ農園はウィラ主要都市ピタリートから西部に位置するサン・アグスティンの標高と日照に恵まれた山岳地帯にあり、古くから優良なコーヒー生産を行っています。
・エスペランサ農園らしい明るくビビッドな風味のあるカップ。
・ライチやピーチ、グリーンアップル、パッションフルーツなど様々な賑やかな風味の魅力もあるクリーンでアフタータイストも長く持続！
・華やかなでシュガーケインのようにほのかに甘く、酸の明るさが上品。
・コロンビアらしい飲み応えもあり、大変楽しいコーヒーです！！

￥1,000
・沿岸部のコスタ、高地のシエラ、アマゾン川流域のセルバの3つに分けられるペルー国土。基本的には熱帯であるものの標高、南北差で大きな違いがあり、コーヒー生産の味も変わる。
・アルトカハマルカ組合のドミンゴさんが単体で作り上げたSCAスコア87+の渾身のハニー!!
・香り、爽やかさ、コク、甘みパーフェクト！サトウキビのようなやさしい甘さやタマルンドのような酸もしっかり甘酸っぱいトロピカルフルーツフレーバーの鮮度よい1杯。
・深いりで太い甘さのチョコオレンジピールのコク！

￥1,420
・プリンセサ → 姫　・ワイニー → ワインのような
その名にふさわしく、フレッシュなフルーツワイン、マイルドなチョコやベリーの甘味と華美な香りが印象的！
・フレッシュライムのような鮮烈な風味とナチュラルフレーバーがずば抜けて薫り高くフルーツワイン・赤ワインの芳香が強く強く漂う妖艶な味わいのドミニカでは希少なナチュラルスペシャリティ。　・上品
な溶け込む酸味、長い余韻！　・生豆から香り漂うワイニー！！

マンデリン　ミトラ　G1　⑥ ￥910
・小粒ながら風味豊か
・アーシーで、スパイシーなアフターテイスト。
・苦味、コク、酸味のバランスが良く、マンデリンらしさがしっかりしています。

タナトラジャ　G1　⑥ ￥950
・オランダ王室御用達の高級なコーヒーでした。
・高い標高と豊かな雨量、肥沃な土壌で国を代表するアラビカコーヒーです。とても大粒でアーシーなスパイス感溢れる力強いコーヒー。
・草原のような香り。

￥980
・完熟した真っ赤なチェリーを1粒1粒優しく摘みとり、コーヒーの甘味成分のミューシレージを残すパルプドナチュラルで精製。
・さんさんと輝く南国の太陽のもとで天日乾燥しさらにハンドピック選別を重ね、厳選され出荷されています。
・ビターチョコのような豊かな甘みと重厚なコク、甘めなシナモンとアニスを混ぜたような甘味と明るいスパイシーさが混ざり合った芳醇な香りが抜群で圧倒されます。漂う香りと力強い上品な苦味、深いコ
クのバランスでキレのある後味を是非!!!

ブルーマウンテンNO.1　③④ ￥2,950
・ブルーマウンテンエリア内で等級選別され品質が保証されたNO.1。
・芳醇なコクとほのかにバニラに似た香り。
・甘味ある滑らかなボディに、カシスの風味。　　・世界の超一級品！

￥940
・首都グアテマラシティから南へ30km。パカヤ火山のふもとにある数少ない火山とともに生きるジャスミン農園。
・火山灰土壌はミネラル多く肥沃で栽培に適しており、100%シェードツリーの下生産されていて、中でもグアテマラのティピカは希少なものとなっています。
・鼻のおくに抜けるようなフレーバーと、クリーンで爽やかなティピカらしいキレイな酸味が印象的で非常にクリアな味わい。
・ローストにより紅茶のようであり、チョコフレーバーも広がりグアテマラらしいボディ感も感じ、素材本来の旨みを存分に発揮しクリアテイスト。

￥960
・スペシャルティコーヒーの名産地として名高いウエウエテナンゴ地区のマイクロロット!!
・完熟チェリーのみ収穫、24時間かけてドライ発酵し、6日ほどかけてパティオにて乾燥。
・さわやかなグレープフルーツのような果実の酸味が明るく、ハニーシロップのような柔らかで豊かな甘味。
・なめらかな口あたりで、質感の良いグアテマラらしい渋み、スパイス感がチョコレートビターな甘みとバランスよく絡み、口の中で踊り広がります。余韻もカカオのように香ばしく甘く、飲み続けられます。

￥960
・驚くほどフルーティで、フレーバフルなコーヒー。
・オレンジやパパイヤなどの風味を軸に香ばしいアーモンドのようなアロマを感じ、繊細で奥行きのある柔らかで芳醇なキャラクター。
・特に明るい酸とハニーのような甘さはバランスを整え、ジューシーで透明感がある余韻。
・肉厚な甘さとフルーツ感が極上の美味しい香り!!!

パブロ・ベラスケス　カツーラSHG　⑥ ￥930
・中米の有機認証MAYACERT取得のコーヒーで、オーガニック・フェアトレード商品です。　・低温高湿の気候と1600m級の山脈という好条件と、環境との共存を目指し、多様（5層方式）なシェードツリー、
手間のかかる有機栽培を徹底し、この農園でしか出せないやさしい味のコーヒーを維持しています。
・甘いダークチョコレートやキャラメルにアプリコットの果実系の上品な酸・甘味・香味が広がり、コク豊かな味わい。
・とろっとコクのある風味・・・後味はすっきり！何杯でも飲めるカツーラ100%スペシャル！

￥1,200
・5Haほどの小さな農園でマラカトゥーラ生産に特化しています。
・特殊な微気候、自然環境や湧き水などの資源の豊かさが生み出す素晴らしいコーヒーの風味がマラカトゥーラのポテンシャルを十分に発揮！
・パカマラのマスカットやトロピカルフルーツ系の風味に、カシスやクランベリーなど独特なキャラクターをフレーバーとして持ち、ジューシーで明るい酸も魅力的です。
・ホワイトシュガーや糖菓子のような甘味のシロッピーな口あたりで、フローラルな香りに続くフルーティさのバランス抜群なトップオブトップの味わいをぜひご堪能ください!!

￥2,320
・100年以上の歴史をもつ最も古い農園の１つであるサンタマウラ。　・気候、雨期も最適な土壌。
・パナマのエスメラルダ農園主から門外不出と言われたゲイシャ種の種を特別に譲り受け、見事なコーヒーを成功させました。
・レモングラスの様なゲイシャ特有の優しい酸健在!!　・ニカラグアのゲイシャは大変珍しく、極めて希少な商品です!!
・口に含んだ瞬間、レモンとカシューナッツの香りが同時に一気に広がり、ブラウンシュガーの甘味が余韻に残り、冷めても上質な甘味がクリアで素晴らしい！

￥900
・ゲイシャでも有名な原生的な自然環境を保全したエコツーリズム農園です。　・やさしい甘さとクリアで柔らかな酸が特徴。
・コク、香り、ボディ全てにバランスがとれている上にハニープロセスで甘味が加わり、とても飲みやすく万能性が高いコーヒー。
・マイルドでストーンフルーツの爽やかでコクのあるフルーティな香りも抜群に甘く美味な香り。
・雑味のないクリーンさとほんのりミルクチョコのようなクリーミィな口当たりが余韻でまとわりつき、心地よい甘さです!!

￥3,840

・土壌の栄養バランスや気候・日照条件など収穫量と森林のバランスを検証した上で農地面積を決定し、ゲイシャのフレーバーを引き立てる降雨量などにより、豊かで複雑な風味。アロマティックなナチ
ュラルコーヒを作りあげています。
・2013：パナマゲイシャ部門優勝　2014：TOP30 COFFEES 1位受賞農園
・クリーミィでとろりとした滑らかな舌触り、グレープやライチ、アプリコットのような華やかでフルーティなフレーバーが心地よく、イキイキとした酸質や甘味のそれぞれの質が複雑かつ伸びやか＆ジューシ
ーで文句なしに美味しいコーヒー！
・熟度の高さ、芳醇すぎる香り、フローラルな甘みがエレガントにソフトに広がる驚きのアフターテイスト！

￥1,700
・ジャマイカと並び人気の高いカリブ海に浮かぶ太陽の楽園キューバ。
・ハリケーンをはじめとした自然災害で貴重なキューバ珈琲の中でも3～4%しかない最高級品の「クリスタルマウンテン」
・優雅な深みのある香り、甘く芳醇で透きとおる味わい。　・カシューナッツのようなナッティでボディも柔らか!!　・酸、コクも総じて柔らかく甘味マイルドな逸品です!!

￥830 ・クムルは現地語で「極楽鳥｣　火の鳥のモデルとされています。
・フルーティでブラックカーレントやフレッシュなハーブ系のフレーバー。　・心地よく甘味と酸味が調和し、バランス良く透明感があります。

￥800
・洋ナシのようなみずみずしい香りで奥行きがあり、酸味はおとなしい。
・トップのフレーバーはハーブスパイシーで、ボディは厚めな味わいです。
・全体的にソフトなクリーンな余韻が印象的です。
・とても飲みやすく優しいコーヒーです。

￥970
・プラムやオレンジ、赤ワインなどの華やかなフレーバーと、キャラメルやミルクチョコレートを思わせる長く長く続く甘さが特徴的!!
・酸の質感もジューシーで穏やかで甘さ基調のマイルドなバランス。　・風味豊かで味わいは柔らか！
※2020より、当ロットは収益の一部をCasd dela Alegria基金へ寄付しています。

￥980
・ミューシレージを取らずに乾燥させたパルプドナチュラル（ブラックハニー）で仕上げた甘味たっぷりのコーヒー。
・ガンボア農園で採れたコーヒーの中からさらに選ばれた希少なコーヒー豆。日本への入荷量ぼくわずかな限定品！
・赤ワインのような風味、コクある香りと柑きつ系のきれいで上品な酸味。
・べっ甲あめのようなジューシーで伸びやかなロングマウスフィールの甘味が心地良いチョコレートに合う味わいです！

￥970
・タラスの中でも標高2000mと高く、斜面険しく山々が並び、夜の冷えこみも厳しい環境はスペシャリティコーヒーの品質のポテンシャルの高さにつながっています。
・高地の素晴らしい風味がフレーバーの高度や焙煎の幅を広げます。
・マスカットやラズベリー、グリーンアップルのような華やかでエキゾチックなフレーバーが特徴的！　特に酸の質感やフレーバーがシトリック（柑きつ）＆ベリー系のワインのような風味があり、とてもシロッ
ピー＆ジューシー！　・甘さはもちろん、ロースティングで表情を変える味わい。鮮度感をお楽しみください(^o^)

￥900
・「本物のキリマンジャロコーヒー」の素晴らしさ美味しさを実感できるモンデュールコーヒー。
・レッドフルーツ系の芳醇な風味。
・フローラルでレッドワインのような甘さと華やかさで、シルキーな口あたり。後味はクリーン。

￥980
・キビンゴWSはナイル川の水源地として知られています。川を渡る為の大きな丸太橋があり、その周辺にはアシが植えられ、このアシをイミする現地語が「キビンゴ」です。
・ジューシーさが際立つクリーンカップ！
・ハニー精選による甘さある明るい酸の質感が素晴らしく、あんずやオレンジ、林檎など爽やかで明瞭、且つ円熟味あるアロマ。
・余韻の持続感も長く、甘さの余韻がベースとなり全体のバランス良好な総じてクオリティの高いコーヒーです！

￥1,490
・偉大なる女王をイミする「グランレイナ」
・大自然の宝庫であるアフリカ大陸南部に位置するザンビア。
・口に含んだ瞬間、花開くように広がるシャープで香ばしい華やかなアロマ。
・フローラルでべっこうあめのような優しく多層的な甘い香りが心地よく、柔らかな甘い酸が上品で、甘さだけが口の中に残り続ける高品質な味わいです!!

￥1,260 ・イエメンモカ港から伝搬されたモカは、世界中のコーヒーのルーツと呼ばれています。＜クラッシクモカ＞
・ソフト酸味とフルーティな甘味を伴う香り。　　・ワインのような長く続く余韻があります。

￥1,470
・長引くイエメン内戦の最中、久しぶりの入荷。
・コーヒー産地は西部山岳に集中し、バニーマタル→マタリ・イスマイル→イスマイリ・サイヒ→クラッシックモカマタリ・ライマ→ライミ　その産地で収穫されるコーヒーを形容的表現で呼びます。
・しっとりとろけるような甘いワインフレーバーと上品なモカの香りで、いつまでも薫っています。
・高級なマッシュルームとワインの香りが挽いている時から爆発!!　いやされる香りとクリーンな質感の口あたりが風味豊かな余韻です。!!

ゲシャビレッジ　マイクロ　⑤　限定商品 ￥2,650 ・ゲシャ種の原生林、ゴリゲシャの森、ジャングル地帯。高い標高の先にジャスミンの香りが広がる。「パナマ・ゲイシャ」が採取された場所（大元）
・抜群の香りといつまでも続く奥深い甘い余韻、風味。最高のコーヒーを是非!!

イルガチャフィ　ベレカ　G1　⑤ ￥980
・「ベレカ」エチオピアで「尊敬」
・ウォッシュドモカの中でもイルガチャフィG1は、紅茶のようなやさしく甘い香り、濃厚ボディ、爽やかな酸味と後引く甘味が魅力的な高品質珈琲。
・苦味と酸味、紅茶のようなほのかな風味をお好みの方は少し深煎りがおススメです。

￥900
・フルーティで華やかなコーヒーの産地として知られるエチオピアの各栽培地域の良い部分だけを凝縮した、「これぞエチオピア!!」という高品質なコーヒーから「モカクイーン」が誕生しました。
・アラビカ豆の原産地とされる南西部「カファ地方」のコーヒーも使用され、正に”女王の名”にふさわしいモカらしい華やかで伸びやかな香りと気品を備えた上品な味わい。アプリコットのような甘さにフラ
ワリーな香り、バランスよいボディ感と上質な酸質。コーヒーの起源に想いをはせながら王族のような優雅なひとときを!!

￥1,050
・エチオピアの代表的なコーヒー産地シダモ。肥沃な黒土に恵まれ完熟チェリーのみ収穫し、丁寧に生産されたコーヒーは際立った風味、個性的な味わいがあります。
・マウンテンウォーター特有の黒糖のような甘いアロマ、カラメル感ありつつも、シダモの特徴のレモンやレッドカラントなどのシトラスフルーツフレーバーや酸の質感が明るく、お楽しみいただけるスムー
スマウスフィールのカフェインレスです！

カリンドゥンドゥ AA　④⑤⑥ ￥1,060
・ファクトリーは北東のマウントケニアと西のアバーデアの尾根に位置し、火山性の肥沃な赤土土壌の恩恵を受け、明瞭で爽やかさが特徴的なニエリらしい風味バランスのカップです。
・特にクリーンカップの特性良く、白桃やラズベリー、レモンやプラムなどのフルーティな風味が複合的に重なり合い、それぞれのハーモニーがとても良好です!!
・ミディアムボディで立体感のある舌ざわりが満足度を高め、芳醇な香りの余韻をお楽しみいただけます。

セレクトマウンテン　SHG　⑤ ￥820 ・良質なコーヒーが採れる厳選された農園で、収穫から乾燥、保管、加工までこだわりを持って作られています。
・やわらかな柑橘系、ナッツの香りがあり、とても滑らか。飲みやすく、やさしいコーヒーです。

￥990 ・シダモ地方、イルガチャフィ地区のエチオピアベースのキリッとした苦み、そしてコクと仄かな甘さのある後味すっきりな”アイスブレンド”
・しっかり深煎りでも、フレンチローストで柔らかめでも！！

￥980
・オーガニックコーヒーの栽培が盛んなメキシコの中でも、チアパスらしいきれいな風味、長い余韻をそのまま感じる今までにない有機JASデカフェ。
・抜群のカラメルのような甘い香り。オレンジのようなシトラス系の酸。
・全体のバランスがソフトで良い。

※表示価格は生豆100gの価格です。焙煎によってグラム数が1割から2割強減少します。

2023/4/25更新 ご注文はお電話でも　TEL:03-6810-8765
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