COFFEE BEANS PRICE LIST 2021.6.1
さわやか
ブレンド

横井珈琲ブレンド

円：税込表示
100g

200g

681

1,361

コク／深み

400g
2,160 バランス良く、スムーズな舌触り

ブレンド

つぼ！

創業当初から続く味わい

S.O.

レイナ・クラロス
ホンジュラス

S.O.

1,728

-

NEW

コスタリカ

洋梨、チェリー、ミルクキャラメルの印象

ブレンド

1,772

-

NEW

ゴラ・コン ウォッシングステーション

グアバ、ハチミツ、花の印象、甘い余韻

ブレンド

100g

200g

400g

951

1,901

-

-

ドミニカ

温州みかん、レモンティーの風味

焼きリンゴ、バナナ、キャラメルの風味

100g

200g

-

-

1,512 香ばしいナッツの印象

ひまわり／季節のブレンド
パパブレンド

カフェ・コパン
ボア・ソルテ

681

本店・通販限定

ポルトガル語で「福」「幸運」という意味

1,998 ビターチョコの印象

681

1,361

2,160 カカオ、プラムの印象

681

1,361

2,160 プラム、ダークチョコの印象

702

1,404

2,268 ビターチョコ、カカオの風味

1,361

クリーミーな質感、ミルクチョコの甘さ
864

1,728

-

期間限定：6月20日まで
S.O.

キレマ

1,728

-

ブルンディ

ダークチェリー、ビターチョコの風味
力強く、スパイシーな後味

カフェインレス
S.O.

ブラックベリー、ダークチョコの風味
まろやかな口当たり、甘い余韻

864

100g

ディカフェ•カングアル&サン•マルコス•デ•カイキン

コク／深み ホンジュラス

864

200g
1,728 ビターキャラメル、プラムの風味

まろやかで柔らかな深煎り

2,106 ミルクキャラメルの印象

ディカフェ = カナダのスイスウォーター社で、風味はそのままに99.9%カフェインを除去したコーヒー

フランス語で「親しい仲間」という意味

ブレンド

ブレンド

400g

さんかくらいふは お客様•生産者•横井珈琲 の繋がり

ブレンド

1,296

夏限定：8月31日まで NEW

ハチミツ、ブランデーの印象、ジューシーな甘さ

さんかくらいふ

648

パセオ店限定 オリジナルブレンド

スミレの印象、黒蜜の甘さが持続

FERTILE ラス・メルセデス・デ・ドン・アルフレド 1,188 2,376

ブレンド

パセオブレンド

ふくよかでシロップのような口当たり

エチオピア

まろやか

400g

アイヌ語で「新しい」という意味

ブレンド

FERTILE

あしり

ブラウンシュガーの甘さ、なめらかな質感
886

華やか／フルーティ

200g

シンプルで最も深煎りのブレンド
864

サンタ・テレサ 2000

100g

843

1,685

2,592 ハチミツの印象、なめらかな口当たり

S.O. = SINGLE ORIGIN：シングルオリジン

単一の農園、生産処理場で生産されたスペシャルティコーヒー

FERTILE = ファータイル：特に豊かな土壌で生産された高品質のシングルオリジンコーヒー

COFFEE BEANS LIST 2021.6.1
ブレンド

横井珈琲ブレンド
バランス良く、スムーズな舌触り

1996年の創業時、いちばん最初に作られた

ブレンド パセオ店限定

を引き継いだブレンド「いつものいちば

プラム、ダークチョコの印象

「ブレンドスペシャルNo.1」。その味わい
ん」が、パセオ店オープンの2015年9月よ

パセオブレンド

り「横井珈琲ブレンド」へ。原点である、

さんかくらいふ
香ばしいナッツの印象

ブレンド

味しいコーヒーを通して、どなたも幸せな

カカオ、プラムの印象

毎日を楽しめますようにとの願いを込めた

あしり

ブレンド。飲みやすく、まろやかでこうば

カフェ・コパン
ミルクキャラメルの印象

「コパン」とは、フランス語で「親しい仲
間」という意味。やわらかく、まろやかな
飲み口。コーヒーの甘みが味わえる、エス
プレッソやカフェオレにもおすすめのブレ

ボア・ソルテ

ブレンド

つぼ！

ビターチョコの印象

ハチミツの印象、なめらかな口当たり

ブレンド名の「ボア・ソルテ」は、ポルト

ブレンド 季節限定

限定ブレンドとしてご紹介後、ご好評いた

ビターチョコ、カカオの風味

ガル語で「福」「幸運」という意味。新春
だいたことから本店限定の定番となった、
やさしい甘さが魅力のブレンド。

華やか／フルーティ
さわやか
まろやか

コク／深み

「あしり」は、アイヌ語で「新しい」とい

う意味。創業20周年を迎えた節目の2016年
に、新たな出発の気持ちを込めて出来上
がったブレンド。カカオの香ばしい風味
よい深みが魅力。

ンド。
ブレンド 本店・通販限定

魅力のブレンド。きりっとしたコクで、ア

と、後味に感じる熟した果実の印象、ほど

しい味わい。

ブレンド

うなほのかな甘み、ダークチョコの印象が

ンジにもおすすめ。

ブレンド名の「さんかく」は、「お客様」
「生産者」「横井珈琲」三者の繋がり。美

濃厚な味わいの中にある、熟した果実のよ

イスコーヒーやカフェオレなど様々なアレ

バランスの良さが魅力のハウスブレンド。
ブレンド

パセオ店のオリジナルブレンド。

ひまわり／季節のブレンド

クリーミーな質感、ミルクチョコの甘さ

横井珈琲で最も深煎りのブレンド。

シンプルな深い味わい。ビターチョコのよ
うな風味、しっかりとしたコクと深みが人
気の定番ブレンド。

中米の深煎豆をブレンドした、豊かなコク
と深みが魅力のコーヒー。ホットでも、ア
イスコーヒーにもおすすめ。牛乳とも相性
が良い。クラッシュドコーヒーゼリーや水
出しコーヒーバッグでも使用。北海道の短
い夏のお供にぜひ。

ブレンド 期間限定

パパブレンド

ブラックベリー、ダークチョコの風味

まろやかな口当たり、甘い余韻

ホンジュラスとグアテマラの深煎りに、ア
クセントとしてインドの中煎りをブレン

ド。まろやかな口当たりで、甘い余韻が続
く。アイスコーヒーやアイスカフェオレに
もおすすめ。コーヒーでのリフレッシュの
ひとときが、お父さんへの応援となります
ように。

F = FERTILE（ファータイル）特に豊かな土壌で生産された高品質のシングルオリジンコーヒー
コスタリカ

サンタ・テレサ 2000

グアバ、ハチミツ、花の印象、甘い余韻
ふくよかでシロップのような口当たり

サンタ・テレサ2000農園は、その名の通り

ブルンディ

高い場所にある。オーナーのロヘールさん

ダークチェリー、ビターチョコの風味

キレマ

標高2,000mほどで、タラス地区でも特に

は2019年のコスタリカCOEで、ハニープ

力強く、スパイシーな後味

ロセスのゲイシャ種で4位という素晴らしい
成績を残している。

ホンジュラス

レイナ・クラロス

洋梨、チェリー、ミルクキャラメルの印象

ブラウンシュガーの甘さ、なめらかな質感

ホンジュラス【カフェインレス】

レイナさんは5人の子供を育てながら農園を
運営。毎年高品質なコーヒーを安定的に生

ディカフェ•

く熟した実だけをとり、木を傷つけないよ

ビターキャラメル、プラムの風味

カングアル & サン•マルコス•デ•カイキン

産しており、2011年のCOEにも入賞。赤

うにするなど、栽培から生産処理までを丁

ドミニカ

スペシャルティコーヒー生産の最先端を行

焼きリンゴ、バナナ、キャラメルの風味

たノエルさんとお父様のアレフレドさん。

ジューシーな甘さ

に反映するべく、さまざまな改良に取り組

ラス・メルセデス・デ・ドン・アルフレド くコスタリカを訪問し、大きな衝撃を受け

ハチミツ、ブランデーの印象

華やか／フルーティ
さわやか
まろやか

コク／深み

学んだことを早速自分たちのコーヒー作り

ン「ムバンガ」で生産処理をした、キレマ
地区のコーヒー。同ウォッシングステー

ションは、2014年ブルンディCOEで見事優

勝し、それ以来、コーヒーチェリーを持ち
込む新しい生産者が増えている。

寧に行なっている。

F

ブルンディの優良ウォッシングステーショ

F

ホンジュラスのインディブカ サン・ファン

カングアルに加え、レンピーラ サン・マル
コス・デ・カイキン村の11人の生産者の

コーヒーで作られたロット。カナダのバン

まろやかで柔らかな深煎り

クーバーにあるスイスウォーター社でディ

エチオピア

ゴラ・コン ウォッシングステーションで作

ゴラ・コン ウォッシングステーション

温州みかん、レモンティーの風味

スミレの印象、黒蜜の甘さが持続

み、設備投資を行っている。

横井珈琲 https://www.yokoi-coffee.com/
www.facebook.com/yokoicoffee/
@Yokoicoffee̲Sap

カフェ加工した生豆を横井珈琲で焙煎。

られるコーヒーは、シダモ地域のコーヒー

に分類される。700〜800人の小規模生産者
が納めるコーヒーチェリーは手摘みで収穫
され、この生産処理場に届けられている。

Instagram

LINE

