
蔵谷珈琲店在庫表 2017年7月

商品名 ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ 商品説明
価格(円)

1袋
 ２00g

注文名 在庫量

ザ　ブレンド 当店一押しのブレンド
苦味、酸味,甘味のバランスがとれた当店一押しのブレンドです。注文
は200ｇからお願いします。すべてスペシャリティの豆をブレンド、増量
用の豆は使用していません。

1,200 ブレンド

モカ　ブレンド
ザ　ブレンドよりさらにマイル
ドなコーヒーをお望みの方に
お勧め！

モカをベースにブレンドした、ザ　ブレンドよりさらにマイルドな味をご
希望の方に最適なブレンドです。

1,200 モカ　ブレンド

ブラジル
リオ・ブリリャンテ
農園

　第14回２０１６カップ・オブ・
プログレッシブセラード
Naturaｌ部門優勝ロット

Natural部門出品131品から選ばれ、優勝した豆総数24袋（1袋60kg）
のロットです。（SCAAカッピングジャッジ（Qグレーダー含む）14名）
ピーチのようなフルーティーな香り、クッキーやチョコレートも感じられ
ます。後口で滑らかなチョコレートフレーバーが残る逸品です。

1,400 ブラジル　リオ

ブラジル
シャパドン・ドス・ボ
ルゲス

セラード品評会
 2015Washed部門　優勝豆

在庫僅少

地域：Minas Gerais州  Patrocnio市
農園名：Chapadão dos Borges
生産者：Osmar Pereira Nunes 総面積：136ha 標高：1230ｍ 精製方
法：Washed 品種：Acaia Mundo Novo 収穫時期：2015年6月 開花時
期：9月下旬

1,300 シャパドン2015 ▽

ブラジル
ロンドリーナ

セラード品評会　2015Natura
 ｌ部門　優勝豆

在庫僅少

地域：Minas Gerais州  Coromandel市 農園名：Londrina 生産者：
Naimeg family 栽培面積：200ha 標高：1080ｍ～1160m 精製方法：
Natural 品種：Acaia Mundo Novo 収穫時期：2015年７月 開花時期：9
月下旬

1,300 ロンドリーナ ▽

ブラジル
ベリー　チョコ

ベリー系の酸味とチョコレー
トのようなコク、SCAA85点以
上のスペシャルティ限定品
（マイクロロット）

ベリーチョコの生産地はセラード地域より400キロほど東側に位置す
る、マッタス・デ・ミナスという山岳地栽培の多い地域で、高度1200ｍ
を越える農園が多く、比較的強い酸味を持つコーヒーです。
その中でも良質なものはベリー系の酸を感じさせ、キャラメルやチョコ
レートのフレバーと重なり、酸味と苦みが最高のバランスとなり、コー
ヒーが持つ甘みを引き出してくれています。そう言ったことからベリー
チョコと名付けられました。
過去にCOE優勝の実績のあるサンタカタリーナ農園
Natural　16/18

1,200 ベリー　チョコ 〇

ブラジル
ブルボン・ピーベ
リー

酸味が弱く甘みが強いピー
ベリー

セラード　カタンドゥーバ農園　スペシャリティーグレード（SCAA80点以
上）Washed　Bourbon種
同じ木から収穫されたピーベリーとフラットビーンズを選別し、カッピン
グを行いました。 結果は明らかにピーベリーの味が濃厚で、力強いと
いうものでした。 その後、数か所の農園でテストを繰り返し、 味が強く
出るという結果を出しました。ブラジル鑑定士によると数年前より同じ
木からピーベリーとフラットビーンズを分けてカッピングすると、特長は
同じであるものの、ピーベリーの方がパワーで勝るとの結果が多く出
ています。

1,200
ブルボン・ピー
ベリー

〇

ニカラグア
パカマラ・ピーベ
リー

優良なことで知られるパカマ
ラ品種でさらに希少なピーベ
リー、豊潤な甘みと爽やかな
柑橘系の酸味

ニカラグア　ヒノテガ県　サンタマウラ農園　Washed
限定品で、無くなり次第終了となります。

1,300
パカマラ・ピー
ベリー

〇

ランテカルア　トラ
ジャ

独特の 苦味とコクそれに豊
かな香りが堪能できる逸品
です。

この地域は寒暖の差が大きく、豊富な水があり、管理がきちんとされ
ており良質な珈琲が生まれる条件となっています。乾燥も高床式の天
日乾燥場で乾燥され品質を重視しています。中米の珈琲にはない独

  特の苦味とコクそれに豊かな香りが堪能できる逸品です。

1,100 トラジャ

コロンビア　アンデ
ス　コンドル　セル
クシオナードス

やわらかく優しい酸味に重
なる重厚な甘みと澄み切っ
た後口

コーヒー本来の味を持つ在来種を捜し求め、アンデス東部の村で見
つけた貴重な豆を定温輸送、保存しているフレッシュな豆(純粋なティ
ピカ種）です。正に「最高級珈琲コロンビアマイルド」を語るに恥じない
コーヒー,“Andean Condor Seleccionados”、やわらかく優しい酸味に
重なる重厚な甘みと澄み切った後口。 更なる進化を遂げたこのアン
デスの秘宝を是非ご堪能下さい。栽培エリア●シエラネバダ・セサー
ル県　農園主●ラファエル氏　栽培品種●アラビカ種／ティピカ亜種
（100％）標高●2000ｍ　精製方法●ウォッシュト 100％天日乾燥　認
証●JASオーガニック

1,100 コンドル

ニカラグア ラス
ゴロンドリナス農園

上質な日本茶のような、綺
麗な旨みと滑らかさ、今もっ
とも注目されている珈琲で
す。

2012年度のニカラグア カップ・オブ・エクセレンスで、第1位に輝いた
実力派農園です。 その安定した品質の高さは、標高の高さと、
1700mmという年間降雨量の多さと、平均温度20度というコーヒー栽
培に理想的な環境に起因します。 ゴロンドリナス農園は、1980年代に
コーヒーを作りはじめ、現在は4代目です。 栽培エリア●ヌエバセゴビ
ア県モソンテ地区サンイシドロ村　農園主●ロドリゴ・ぺラルタ氏　農
園面積●119.71Ha （内）栽培面積：20.07Ha　栽培品種●ビジャサル
チ亜種　標高●1,420～1,650ｍ　精製方法●ウォッシュト　100％天日
乾燥(アフリカンベッド使用)

1,300 ニカラグア

キリマンジェロ　（タ
ンザニアキボーAA
スノートップ）

強い酸味と豊かなこく、高い
 香り

アフリカ東部、タンザニアとケニアの国境近くにあるアフリカ最高峰。
高さ５８９５メートル。この山の1300～1700メートルの南斜面で産出さ
れる。　複数の農家から集荷された豆の中から良質な前を選別し、
KIBOブランドで販売、さらにその中からドイツ人が品質鑑定し選りすぐ
りの豆をスノートップブランドで販売。ヘミングウエイのキリマンジェロ
の雪からスノートップと名づけられました。タンザニアの最高品質の珈

 琲です。

1,200 スノートップ

クィーン　スマトラ
（スーパーマンデリ
ン）

マンデリンの中でも最高級
のグルメコーヒー

やや苦味が強い味わいのなかにも、マイルドな口当たりが心地よい。
深煎りにして独特の香りを楽しんでください。トバブルーとどちらがお
好きでしょうか。

1,100 クィーン



コスタリカSHBコー
ラルマウンテン

「コーラル・マウンテン」は、
厳選された農園で限定生産
され、古くからドイツを始めと
して、品質を重視する自家
焙煎業者に限定販売されて
きた由緒あるコーヒーです。

世界の最高級コーヒー豆の１つである「コーラル・マウンテン」は活火
山と山脈の神秘的な国コスタリカの首都 SAN JOSE西部の山岳地帯
（標高1,400-1,500m) TARRAZU(タラス）川をはさんだTRES RIOSと
COTALILLO(コラリージョ）を結んだ三角地帯の急斜面で栽培されて
います。
 「コーラル・マウンテン」は、厳選された農園で限定生産され、古くから
ドイツを始めとして、品質を重視する自家焙煎業者に限定販売されて
きた由緒あるコーヒーです。

1,000 コスタリカ

ドミニカAA　パラオ
ナ

芳醇なコク、マイルだな酸味
と甘味のバランスのとれたさ
わやかなおいしさ

カリブ海に浮かぶ小さな島、ドミニカ共和国で採れる芳醇なコク、マイ
ルドな酸味と甘味が独特のコーヒーです。世界からも｢カリビアンモッ
カ｣と称され、美しい豆の中に秘められた独特の香りが特徴です。

1,000
ドミニカAA　パ
ラオナ

エチオピア　イルガ
チェフィG1　ブルー
ナイル　Washed

新しいモカと言われるイルガ
チェフィーです。クリーンでフ
ルーティーな味わい。

クリーンでフルーティーな味わい、非常に透明感のある珈琲です。新
しいエチオピアの豆でモカと呼ばない方も多い。日本人好みで、まず
この豆が嫌いな方はいないと思います。
栽培エリア●シダモ　グジ　標高●1,900～2,400ｍ　品種●アラビカ種
／在来種　サプライヤー●MOPLACO社Heleanna Georgalis氏
 精製方法●ウォッシュト　100％天日乾燥(アフリカンベッド使用)

1,200 ブルーナイル

モカ　シャキッソ
G-1　Ｎａｔｕｒａｌ
オーガニック

爽やかでフルーティーな酸
味と甘いモカフレーバーをあ
わせもつ非常に優れたモカ
です。

生産地区：エチオピア　シダモ州Ｇｕｊｉ地区Ｓｈakiso TadeGG農園
グレード１　古来の品種（ウオリチョ、クルミ）　ナチュラル
標高：2000ｍ
完熟豆を厳選し、雨季を避けた時期に乾燥、最高級のグレードです。
爽やかでフルーティーな酸味と甘いモカフレーバーをあわせもつ非常
に優れたモカです。通常のモカとは一味違う素晴らしい風味です。

1,200 シャキッソ

エチオピア《シダ
モ・シバ　Ｇ１》　Ｎ
ａｔｕｒａｌ　在来種

香りが強く熟したメロンのよ
うな果実感　女性的な綺麗
なカップ

1,200 シダモシバ ▽

グァテマラ  ラ・タ
シータ

マイルドな甘味・酸味とコク
のある味わいが特徴です。

同農園はアカテナンゴ火山の麓に位置し、肥沃で柔らかい火山灰土
壌と、噴火中のフエーゴ火山の地熱の影響により、標高2,100ｍまで
コーヒー栽培を可能とする稀にみる農園である。洗練されたピッカー
たちの手作業にも、妥協を一切許されない農園の伝統を今も受け継
いでいるのが素晴らしい。農園主●ロドリック・ファジャ氏　ファンパブ
ロ・ファジャ氏　農園面積●450ha(内)栽培面積：７０ha 栽培品種●ア
ラビカ種/ブルボン亜種ティピカ亜種カツーラ亜種　標高●1700～
2100ｍ　精製方法●水洗式　発酵時間：36～48時間　100％天日乾
燥(アフリカンベッド)

1,100 グァテマラ

ケニア　ＡＡ
Ｑグレード

しっかりとしたコク、そして、
香りと甘みを楽しむことがで
きます。

Ｑグレードとはアメリカスペシャルティコーヒー協会（ＳＣＡＡ）のＱグ
レーダーが、厳しいカッピングテストを行い、そのテストで80点以上の
高い点数を獲得したコーヒーです。Qグレードの”Q”は、”QualityのQ”
です。
ただし、まだ新しい規格で、これが無ければ美味しくないというわけで
はなく、あればSCAAの点数としてスペシャルティーと言えるということ
です。

1,200
ケニア　ＡＡ　Ｑ
グレード

ケニア　ＡＡ
しっかりとしたコク、そして、
香りと甘みを楽しむことがで
きます。

生産国　ケニア　品質等級　AAグレード　スクリーン17/18 生産高度
1400mから2100m　キリマンジェロ（タンザニア）ほどまだ知名度はあり
ませんが、欧米ではタンザニアより高い認知度と評価を得ています。
酸味、コク、香りの点でタンザニアよりも優れているとして高い評価を
得、タンザニアより高価格で取引されています。酸味とコクを併せ持ち
ながらアロマとフレーバーが強く、スイートな後味が長く残るのが特徴
です。深煎りに適しています

1,100 ケニア　ＡＡ ▽

ハワイ　コナ　エク
ストラファンシー

現在コナは入手不可能な状
況です。在庫、限り、僅少。
芳醇な香り、文句なしにうま

 い！

ハワイコナは１８１８年に苗が移植されて以来、ティピカ種100％が守
られつづけてきました。マウナ・ケア山（4205ｍ）とマウナ・ロア山
（4169ｍ）の間に広がる西側斜面は非常に肥沃な火山灰土壌で、生
育には最高の条件が揃っています。甘い香りと柔らかな酸味を持つミ
ディアムボディー。ワイン風味のなかにスパイシーな風味が見事に調

 和されています。世界でもっともおいしい珈琲と言えるでしょう。

4,000 ハワイ　コナ ▽

パプアニューギニ
ア　プレミアムAA

上品でマイルドな酸味と甘
味を有し芳醇なコク

昔ながらの品種と有機栽培方法で生産を続けていたことが、現在の
高品質な栽培に寄与しています。経済的理由から有機栽培認証は受
けていませんが、世界でもまれな自然栽培地域です。上品でマイルド

 な酸味と甘味を有し芳醇なコクを持っています。

1,000 パプア

エチオピア特別ロットです。
シャキッソと同様に、非常にフルーティーな香りが特徴の最近、非常
に注目されてきている豆です。
 Ｎａｔｕｒａｌ製法ですので、エチオピアらしいワイルドさが あります。少
量輸入のオリジナルロットになります。

〇：新規入荷　　▽在庫僅少　　（現在の在庫表ですが、状況により品切れの場合があります。ご容赦ください。）

蔵谷珈琲店
〒234-0052　神奈川県横浜市港南区笹下5-18-21
kurayacoffee@jcom.zaq.ne.jp
kuratani@cap.bekkoame.ne.jp
TEL:045-841-2364



　通常、焙煎後、珈琲豆の香りは十数分ででてきます。味は２，３日後が一番良くなり、それから徐々に劣化していきます。そして、豆の状態で２週間程度がお
いしく飲む事ができます。豆を挽いて粉にしてしまうと、香りは３日くらいで飛び、味の劣化も早くなります。そのため、珈琲は豆で保管、飲む時に挽くのがベスト
です。
　常温保存では密封して２週間程度で飲んでいただきたいと思います。それ以上の長期保管は、湿気が入らないように密封して冷凍（冷蔵ではありません）保
管してください。冷凍すると、香り、味とも１か月以上かなり良い状態で保たれます。
　冷凍した豆を挽く時、一番問題になるのは、豆に結露してしまうことです。一番良いのは、密封したまま常温に戻すことですが時間がかかりたいへんなので、
多少の結露には目をつむって、迅速に必要量を取り出して残りはすぐに密封して冷凍庫に戻してください。

送料について

〇1袋200ｇです。
100ｇや500ｇ以上も可能です。送料が別途かかることがありますが、ご相談下さい。

〇送料に関して（基本的に無料、３袋まではＤＭ便で、４袋４千円以上は宅急便で）
　３袋４千円未満のご注文は、DM便で無料でお送りしますが、3日から４日くらいかかってしまいます。そのため、密封して送ると、ガス
（ＣＯ２）のためパンパンに膨らみ郵便受けに入らなくなるため、DM便では送れません。そのためガス抜きの穴をあけた袋に入れ、さら
にチャック付の袋（これは湿気などがほとんど通らないようになっています）を同封しますので、お手数ですが届きましたら、移してご利用
ください。
密閉容器等に移されて保管されるのであれば、袋不要と書いていただければ助かります。

　３袋４千円未満で密閉袋での送付をご希望の方は、定形外、宅急便等で郵送しますのでご相談ください。ただし、送料がかかります。
　（例：２袋　定形外300円、宅急便600円ただし地域により変動）

　４千円以上ご注文の場合は宅急便（無料）で密封してお送りしますので遠方以外は翌日到着です。

〇注文はメール、FAX、あるいは北鎌倉店でのご注文をお願いいたします。（北鎌倉店では注文日後の日曜日に店で受け取り可能で
す。）
例
ブレンド　1
ケニア　ＡＡ　Ｑグレード　1

お手数をおかけしますが、今後ともよろしくお願いいたします。

蔵谷珈琲店
〒234-0052　神奈川県横浜市港南区笹下5-18-21
kurayacoffee@jcom.zaq.ne.jp
kuratani@cap.bekkoame.ne.jp
TEL:045-841-2364

珈琲豆の保管について


