
COFFEE BEANS PRICE LIST 2021.1.15 円：税抜表示

100g 200g 400g 100g 200g 400g

ブレンド 横井珈琲ブレンド 630 1,260 2,000 バランス良く、スムーズな舌触り ブレンド つぼ！ 600 1,200 1,850 ビターチョコの印象

創業当初から続く味わい シンプルで最も深煎りのブレンド

S.O. シン・リミテス 820 1,640 - アプリコット、青リンゴ、ナッツの風味 ブレンド あしり 630 1,260 2,000 カカオ、プラムの印象

コスタリカ NEW 黒蜜の甘さ、なめらかな口当たり アイヌ語で「新しい」という意味

FERTILE ヴィスタ・アル・ボスケ 880 1,760 - ピーチ、オレンジの風味 ブレンド パセオブレンド 630 1,260 2,000 プラム、ダークチョコの印象

グアテマラ ミルクチョコの甘さ、クリーミーな口当たり パセオ店限定 オリジナルブレンド

ブレンド ゆきだるま／季節のブレンド 650 1,300 2,100 ビターチョコ、ダークチェリーの風味

100g 200g 400g 冬限定：2月28日まで 重厚な口当たり、まろやかな後味

FERTILE ゴラ・コン ウォッシングステーション 880 1,760 - 温州みかん、レモンティーの風味 S.O. エル・プルテ 800 1,600 - アーモンドチョコ、ダークチェリーの風味

エチオピア スミレの印象、黒蜜の甘さが持続 グアテマラ NEW ビターキャラメルの甘さ、柔らかな口当たり

FERTILE ロイ 920 1,840 - ピーチ、グアバ、オレンジ、スミレの印象

ケニア NEW ミルクキャラメルの風味、華やかで甘い余韻

100g 200g 400g 100g 200g

ブレンド さんかくらいふ - - 1,400 香ばしいナッツの印象 S.O. ディカフェ•カングアル&サン•マルコス•デ•カイキン 800 1,600 ビターキャラメル、プラムの風味

さんかくらいふは お客様•生産者•横井珈琲 の繋がり コク／深み ホンジュラス まろやかで柔らかな深煎り

ブレンド カフェ・コパン 630 1,260 1,950 ミルクキャラメルの印象

フランス語で「親しい仲間」という意味 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

ブレンド ボア・ソルテ 本店・通販限定 780 1,560 2,400 ハチミツの印象、なめらかな口当たり

ポルトガル語で「福」「幸運」という意味 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

ブレンド バレンタインブレンド 800 1,600 2,800 ダークチョコ、アプリコットの風味 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

 期間限定：2月14日まで　NEW オレンジの印象、クリーミーな口当たり

FERTILE シフェラウ・ジグソ・ベレーソ 880 1,760 - スターアニス、ペッパー、金柑の印象

エチオピア バターのような質感、キャラメルの甘さ

カフェインレス

さわやか コク／深み

華やか／フルーティ

まろやか
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1996年の創業時、いちばん最初に作られた
「ブレンドスペシャルNo.1」。その味わい
を引き継いだブレンド「いつものいちば
ん」が、パセオ店オープンの2015年9月よ
り「横井珈琲ブレンド」へ。原点である、
バランスの良さが魅力のハウスブレンド。

パセオ店のオリジナルブレンド。
濃厚な味わいの中にある、熟した果実のよう
なほのかな甘み、ダークチョコの印象が魅力
のブレンド。きりっとしたコクで、アイス
コーヒーやカフェオレなど様々なアレンジに
もおすすめ。

横井珈琲ブレンド        パセオブレンド
バランス良く、スムーズな舌触り プラム、ダークチョコの印象

ブレンド名の「ボア・ソルテ」は、ポルト
ガル語で「福」「幸運」という意味。新春
限定ブレンドとしてご紹介後、ご好評いた
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。

「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と、後味
に感じる熟した果実の印象、ほどよい深みが
魅力。

ボア・ソルテ あしり
ハチミツの印象、なめらかな口当たり カカオ、プラムの印象

「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
ンド。

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。

カフェ・コパン つぼ！

ミルクキャラメルの印象 ビターチョコの印象

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
味しいコーヒーを通して、どなたも幸せな
毎日を楽しめますようにとの願いを込めた
ブレンド。飲みやすく、まろやかでこうば
しい味わい。
 

中南米の深煎とボリビアの深煎をブレンド。
ミルクをたっぷり入れて温かいカフェオレに
するのもおすすめ。新しい生活スタイルに
なって迎える初めての冬。「ゆきだるま」を
淹れてちょっと一休み。体も心もあったたか
くなりますように。

さんかくらいふ ゆきだるま／季節のブレンド
香ばしいナッツの印象 ビターチョコ、ダークチェリーの風味

重厚な口当たり、まろやかな後味

チョコの風味が魅力の深煎とさわやかな印
象の中煎、2つのグアテマラと、やわらかで
奥行きのあるボリビア、トロピカルフルー
ツのようなエチオピアをブレンド。それぞ
れの魅力がバランス良く調和したまろやか
な味わいはチョコレートとの相性も抜群。

バレンタインブレンド
ダークチョコ、アプリコットの風味
オレンジの印象、クリーミーな口当たり www.facebook.com/yokoicoffee/

@Yokoicoffee_Sap

Instagram L I N E横井珈琲 https://www.yokoi-coffee.com/



F = FERTILE（ファータイル）特に良質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

ホンジュラス【カフェインレス】  
ディカフェ•

ケニア エチオピア
シフェラウ・ジグソ・ベレーソ

F

エチオピア
ゴラ・コン ウォッシングステーション

華やか／フルーティ
さわやか
まろやか
コク／深み

F
グアテマラ 優良生産地ウエウエテナンゴにあるヴィス

タ・アル・ボスケ農園。オーナーのウィル
マール・カスティージョさんは、長年苦労
して働いた末、自身の農園を持つ夢を実現
し、現在は奥様と子供たちと共に、より熱
心にコーヒー作りに取り組まれている。

グアテマラ エル・プルテ農園は、アクア火山やグアテマ
ラシティが眼下に見える素晴らしい場所に位
置する。 農園のオーナーパブロさんは、
2007年からは自分のウェットミル（生産処
理場）を始め、生産処理の際にでる果皮や虫
を使用した堆肥づくりを行っている。

ヴィスタ・アル・ボスケ エル・プルテ
ピーチ、オレンジの風味
ミルクチョコの甘さ、クリーミーな口当たり

アーモンドチョコ、ダークチェリーの風味
ビターキャラメルの甘さ、柔らかな口当たり

コスタリカ 生産処理場の名前である「シン・リミテ
ス」の「Sin」は「ない」「Limites」は
「限界」、つまり「限界がない」「無限」
という意味。オーナーハイメさんご夫婦
の、高品質コーヒー生産にかける熱い思い
は、シン・リミテスの名の通りである。

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10名の生産者の
コーヒーで作られたロット。カナダのバン
クーバーにあるスイスウォーター社でディカ
フェ加工した生豆を横井珈琲で焙煎。

シン・リミテス
      カングアル & サン•マルコス•デ•カイキンアプリコット、青リンゴ、ナッツの風味

黒蜜の甘さ、なめらかな口当たり 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

F ロイ農園はピーター・キアリーさんとその
ご家族が営む、ケニアでは稀な単一農園。
有機物質を豊富に含んだ火山性の赤土で、
高品質コーヒーの栽培に適している。ロイ
農園では土壌の保護と改善のために様々な
工夫を行っている。

この地域では代々コーヒー作りの技を受け継
ぐ家族経営が一般的。生産者のシフェラウさ
んは、農園を受け継いだ後、伝統的な品種の
栽培のために南へ移住するなど、最高評価を
獲得するような高品質のイルガ チェフェ産
ナチュラルコーヒーを作ることを目標にして
いる。

ロイ
ピーチ、グアバ、オレンジ、スミレの印象
ミルクキャラメルの風味、華やかで甘い余韻

スターアニス、ペッパー、金柑の印象
バターのような質感、キャラメルの甘さ

F ゴラ・コン ウォッシングステーションで作
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、11月から1
月の間に手摘みで収穫され、この生産処理
場に届けられている。

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




