豆名

産地

ダテーラ スウィートイエロー ⑥

ブラジル

価格(100g)

￥730 ・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アフターテイスト。

ダテーラ サンセット デカフェ ⑥

ブラジル

￥800 ・自然豊かなカナダの水に化学薬品を一切使わず、カフェインを抽出しています。

キャラメラード ヴィセンチ ⑥

ブラジル

￥780 ・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。

プレミアム ショコラ ⑥

ブラジル

￥680 ・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。

ピンクブルボン モンテブランコ ④⑤⑥ 限定商品

コロンビア

・様々なデカフェ製法がある中、ウォータープロセスの商品です。
・コク、甘さが豊かで、やわらかいボディ感です。

・豊富な雨と山に恵まれた環境の高品質コーヒーの産地。
・ミルクと相性抜群!!

・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。
・バランスよく、どのローストにも合います。

・薄いピンク色に熟す高品質で大変希少品種のピンクブルボン。

￥1,480 ・通常のブルボン種と異なり、ゲイシャ品種に似ています。
・甘さはもちろん、熱帯果実のパッションフルーツやレモン、ピーチのトロピカルフルーツ、紅茶・ジャスミンのようなジューシーであり、クリーミーな味わい。
・複雑な甘み、かつ繊細なフレーバーを持つ珈琲!!
・甘味たっぷり、仄かなベリーの香りでグラッシー。

スウィートベリー sup ⑤

コロンビア

￥700 口あたりがクリーンな高品質コーヒーです。

マンデリン ミトラ G1 ⑥

インドネシア

￥750 ・アーシーで、スパイシーなアフターテイスト。

タナトラジャ G1 ⑥

インドネシア

￥880 ・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。

ビンタンリマ ⑤⑥

インドネシア

￥970 ・大地を感じるアーシーで力強く、ボディ感もしっかり。
・口あたりはミルキーで、かつクリーン。

・柑橘系のさわやかな酸味も特徴的です。
・小粒ながら風味豊か

・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。
・オランダ王室御用達の高級なコーヒーでした。
・草原のような香り。

・通常のマンデリンと違い、樹齢30～40年、70年の木から収穫されてます。

￥2,700

・きれいな酸味も仄かに感じる上質マンデリン。
・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！

ブルーマウンテンNO.1 ③④

ジャマイカ

アンティグア SHB ⑥

グァテマラ

￥880 ・アンディグアは３つの火山に囲まれた盆地で、火山灰質の豊かな土壌が広がり、昼夜の寒暖の差もありコーヒーを作る環境にすぐれています。
・レッドアップル、ブラウンシュガーのようなやさしい甘さとコクですべてにおいてバランスのよい余韻を楽しめるコーヒーです！

グァテマラ SHB ⑥

グァテマラ

￥600 ・品質が高く、香り豊かな豆が多いです。

モロンタ ⑤

ドミニカ共和国

￥890 ・熱帯のロケーションと高い標高から生まれる甘味とコクを併せもつ上質なコーヒー。

ジャバニカ スウィートレモン ⑤

ニカラグア

￥950 ・フレッシュフルーツ、レモン、ナッツの香りでジューシー。

トロピカルマウンテン ⑤⑥

パプアニューギニア

￥600 ・洋ナシやアプリコットの果実感があり、厚めのボディが特徴的
・ミルキーな舌触りで甘さの余韻が続く。

クムル ダーク ⑤⑥⑦

パプアニューギニア

￥780

ラ・カンデリージャ ハニー ⑥

コスタリカ

￥920

ブルマス レッドハニー ⑤⑥

コスタリカ

￥970

モンデュール ⑤

タンザニア

￥820 ・レッドフルーツ系の芳醇な風味。

・一般的に標高1350m以上で採れる豆が「SHB」と格付けされます。
・甘味とボディ感が強く、ホットでもアイスでも万能にお楽しみいただけます。
・フルーティな香りとやわらかい上質な酸味。
・シティロースト、フルシティローストと味の変化も楽しめるコーヒー。

・豊富な栄養を含む火山灰が多い水はけのよい土壌の中、シェードツリーの下で栽培され甘味の強いコーヒーができます。
・コクがあり、スパイシーで甘味のある強い独特の味を誇る。
・肉厚・トロピカルな香りに奥行きがある、酸味は弱い
・ソフトでクリーン、飲みやすい。
・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。
・長く長く続くブラウンシュガーのような甘さ、質感のあるクオリティがある。
・酸のジューシーさも感じられます。
・キャラメル、ココアのようなフレーバー、風味を楽しめます。
・セントラルバレーの土壌となだらかな丘陵を吹き抜ける冷涼な風が生み出すコーヒー。
・余韻が心地よく、フレーバーにも強度があり、ジューシーなアシディティ（酸味）。
・マンゴーやアプリコット、レッドアップルのような甘味とスムースなのみ心地。
・「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。
・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。
・シトラス系の明るさとミルクチョコのような甘さ。

ラ エスメラルダ ダイアモンドマウンテン ⑤ パナマ

￥1,140 ・ナッツ感も感じ、ソフトでクリーンなコーヒー。

モカマタリ ④

イエメン

￥1,000 ・ソフト酸味とフルーティな甘味を伴う香り。

スカイヒル ⑤

ルワンダ

ゲシャビレッジ マイクロ ⑤ 限定商品

エチオピア

￥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

エチオピア

￥840 ・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。

モカシダモ デカフェ ⑥

エチオピア

￥820 ・やさしく甘味を伴うカフェインレスコーヒーです。

セレクトマウンテン SHG ⑤

ホンジュラス

￥620 ・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。

こなみ珈琲ブレンド ⑤⑥

グァテマラ他

￥650 ・エリア指定のグアテマラをベースに香り、コク、余韻を感じていただけるようバランスよくブレンド。
・店内でお召し上がり頂くコーヒーと同じです。

アイスブレンド ⑦⑧

エチオピア他

￥750 ・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！！

サンタアナ SHG ⑥

ニカラグア

￥750 ・黒糖のような甘味とマイルドな酸味。やさしく、しっとりとしたコーヒー。
・やわらかい柑きつ系の香りとナッツのような香ばしさを感じる。

カフェ・ティモール ⑥

東ティモール

￥780 ・さんさんと降り注ぐ陽の下で天日干しされています。
・シェードツリーの下で寒暖差により、黒糖のような甘味とどっしりとしたボディで、つややかなコーヒーです。

ティモール・ピーベリー ⑥⑦⑧

東ティモール

￥720 れた甘味が特徴です！

モカハラー ⑤⑦

エチオピア

￥850 ・古くからモカハラーとして世界の市場で高く評価されています。
・高原での良好なt土壌と日中の寒暖差で甘味が増す。

・豊かな環境の中、「ゲイシャ」で有名な農園の確かなお味をお楽しみください。
・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＞
・ワインのような長く続く余韻があります。

・華やかで、さわやかなフレーバー。クリーンな口あたりで後味すっきり。

￥800 ・千の丘を持つ国、ルワンダ。自然豊かな大地で育つ魅惑のコーヒーをお楽しみ下さい。

・アプリコットやチェリー、プラムのような華やかな風味とグラッシーな香りがあり、コク、バランスも抜群。

・「ベレカ」エチオピアで「尊敬」

・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。
・ナチュラルモカの香りと風味が豊かです。

・夜遅くや妊婦さんでも安心してお楽しみいただけます。

・通常は1つの身の中に2つの豆(種)が向かい合わせに入っていますが、枝の先端に実豆などで稀に1粒だけのものがあり、これを「ピーベリー」と呼びます。濃縮さ
・甘さ、香り、コクともに濃厚で蜜のような味わい。後味すっきり。ピーナツバターのようなフレーバー！オーガニックフェアトレードコーヒー。
・エチオピア東部にある中世の城塞都市。
・モカフレーバーと呼ばれる豊潤な良質の酸味、風味。フルーティでスパイシーな香りとソフトな甘味、ほろ苦さが絶妙。
・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。

￥980 ・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。

エル・トリウンフォ カフェインレス ⑥

メキシコ

エスペランサ パカマラ ⑤⑥

グァテマラ

￥1,140 ・エスペランサでは洗浄後のパーチメントを乾燥させる前に、もう一度24H浸し、豆全体の水分バランスを整え、カップに非常に丸みを帯びた味を生み出させます!!
・レッドアップルやプラムの爽やかなフレーバーもある一方で、スパイシーなパカマラらしさも風味を豊かにしています。！香りが甘くて心地よい！

カリアイニAA ⑤⑥

ケニア

￥1,120 ・ケニアらしい強いボディ感、スパイシーさがあり、ブルーベリー、チェリー系、ブラッドオレンジの香りと風味。

ブジラ ブルボン ⑤⑥

ブルンジ

・全体のバランスがソフトで良い。

・ケニア最古のファクトリー。火山性、赤土壌に覆われた緑豊かな環境でコーヒーが生産されています。
・フルーティなフレーバーとキャラメルのような仄かな甘味が特徴のスムースカップです。
・隣国ルワンダと同じ国土を有するブルンジコーヒー。

￥860 ・きれいな水資源と伝統的なアフリカンベッドで乾燥された美しいグリーンビーンズはケニア、ルワンダとは違った個性的で芳醇なフレーバーを放ちます。
・明るく爽やかな風味をもちながら、ブラッドオレンジ、甘味あるグリーンアップルのような丸みを帯びたアシディティ（酸味）。
・シロップのようなマウスフィール。香ばしさがあり、冷めるとレーズンや黒糖のような独特の甘味とコクが増します。

セコバサ ⑤⑥

ペルー

カウアイコーヒー エステート ⑤

ハワイ

カウコーヒーミル エクストラファンシー ⑤ ハワイ

・ペルー南部の秘境で作られたコーヒー。

￥820 ・フローラルなフレーバーとハニーのような質感の高い際立つ甘さ。

・プルーンやオレンジのようなフレッシュなアシディティとカルモダンのようなスパイシーさのロングスウィートでスムースな後味。
・幸せになれる島「カウアイ」米国最大のコーヒー農園。ハワイ州のコーヒーの半分以上をカウアイ農園が栽培しています!!「カウアイコーヒー」は全米No.1!!
・弱酸性の火山の土、豊富な雨、昼夜の温度差が最高のコーヒーを作る。

￥2,060 ・ローストアーモンドやカシューナッツのような芳ばしい香りが長く長く漂います!!
・甘みが強く、くせのない柔らかなマウスフィールで、サラッとした味わい!
・繊細な味わいと甘味と香ばしさ!

・コーヒー栽培環境が整っている中、他国より圧倒的に野内面積が狭い。さらにハワイ州政府による厳しい品質管理がなされ、常に高品質な美味しさを提供し、希
少価値があり、正解的に評価が高い。

￥2,880 ・オバマ大統領就任晩餐会で供されたコーヒー。

・ハワイコナよりも希少な評価あるカウ。
・バターミルクやいちじくのような濃厚なコク、甘さ、香りの余韻にひたれる。ソフト＆クリーン、甘味あるフルーティな香りと酸が特徴!!

ご注文はお電話でも TEL:03-4405-4346

