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1988年創業・今年で33年目 注文を受けて、生豆から直火焙煎を頑固に続けています。職人の作り出す味わいをご家庭でお楽しみください

こんにちは！フランチェスコ宮下改めマルセル宮下です。世界中にコロナストームが吹いている中ビーンズには多くのお客様
に足を運んでいただき、心から感謝申し上げます。コロナストームの影響で活気ある世田谷でも閉店を余儀なくされる店舗も
多くあります。猛烈に忙しく、まかないが作れない時、僕の胃袋のオアシスは斜め向かいにあったオリジン弁当・喜多見店の
ガーリック唐揚げでした。突然の閉店を知った瞬間、どれだけ心が打ち砕かれたでしょう。コロナの影響かわかりませんが、以
前とは街並みが変化してきているように感じます。そんななかでも喜多見商店街が活気ある街並みであり続けられるように僕
たちは努力し続けます。余談ですが、僕とビーンズの出会いは約15年前。僕も最初はイチお客でした。当時は僕もトンがってま
したから、流行のコーヒー屋の豆を買っては次の店、というような浮気性なコーヒー通だったのです。ビーンズで
初めて飲んだコーヒーはグァテマラ。最初は酸っぱいかな、と思っていたのですが日が経つにつれ香ばしさと
甘さ、余韻の長さが癖になり得意ではなかったミディアムローストの豆が美味しい！と感じられるようになった
のです。それからというものローストを何百回と試して、僕に最適な味わいは男前珈琲だと行き着きました。
ここ6年は男前一筋です。これは、焙煎が自分好みにカスタマイズできるビーンズでないと辿り着けなかった
結果だと感じます。僕にとってビーンズは生活の一部で、なくてはならない大切な場所です。同じように
お客様にとってビーンズが必要な場所であってくれたらどれだけ幸せなことでしょう。6月も元気に参りましょう！

6/1～6/30まで
月間セール豆
(生豆200ｇあたり)

・マスク着用にてご来
店お願い致します

・店内は2組まで、

最大4名様の入店制
限を行っております

・店頭での接客を最
小限に控えるため、
お電話注文のご協力
をお願い致します
（0120-66-7527）

感染症予防対策
のお願い

◆ ゴールデンマンデリン

¥1100 → ¥1000

◆モカシャキッソタデジジ
¥1200 → ¥1100

◆ トルキーノマウンテン
¥1200→ ¥1100

その他、100ｇで購入で
きる「お試し100ｇ豆」、
すぐに持ち帰れる焙煎し
たての豆も常時ご用意
しています！

6/20（日）は父の日です。
ご予算や好みに合わせてギフト包装
承ります。アイスコーヒー好きのお父
さんには右のギフトセットや左の男前
珈琲リキッドコーヒー（1000ml)
2本1260円（税込）がおすすめです。
もちろん！お好みの豆を詰め合わせ
ることもできますのでご相談ください。

真心こめてギフトをお作りします！ 6/20（日）父の日

マンデリン・セパカト 好評販売中！
深煎り好きの皆様、おまたせしました！美味しい深煎りに最適な産地を探した結果、
インドネシアに辿り着きました。インドネシアだけでも20産地以上は飲み比べをし
て、仲間入りしてくれたのは、ビーンズの焙煎機と相性の良い「マンデリン・セパカ
ト」農村の豆。 気になる味わいは、おすすめハイローストの場合、苦味の後に、
ローリエ、ハーブなどを感じさせる香り、プーアル茶の茶葉を連想させる香りの要
素を持ち、マンデリンの土壌を感じられる濃厚な味わいが楽しめます。シティロース
ト以上の場合、深くなるにつれ苦味の輪郭がはっきりします。
スマトラ島で栽培されたコーヒー豆を「マンデリン」と呼ぶことが出来るのですが、
セパカト農村はマンデリンの中でも特に人気の高いアチェ州にあります。セパカト
農村の農家から集められたロットを通常の3倍選別し味わいを均一にします。
同じく、インドネシアのマンデリンG1（980円）とゴールデンマンデリン（1100
円）もビーンズ人気のマンデリンです。3種類飲み比べするのも楽しいですよ！

焙煎後約180ｇ 1100円

北スマトラリントン

インドネシアスマトラ島地図

ビーンズ流アイスコーヒー飲み方のすゝめ “5：5の法則”

ビーンズのテイクアウトアイスコーヒーが好評で「レシピを教えてほしい！」と言われることが多いので公開します！
一般的にアイスコーヒーというと、「氷に負けない苦みの強いコーヒー」をイメージされる方が多いので、アイスローストと
言われる深煎りコーヒー豆だけをドリップして冷却するのですが、ビーンズでは苦みだけではない香りも楽しむアイスコー
ヒーをモットーに、ミディアムロースト5割とアイスロースト5割の配合比率でブレンドしてハンドドリップしています。すなわ
ち5：5の法則です！（ローストって何？）という方のために紙面裏にローストの詳細がありますので参考にしてみてください。
この5：5の法則で完成したのが下の2商品です。

カフェインレス ブラジル リピーター続出中！

香り高いカフェインレスブラジルが入荷です！味わいはアーモンドやピーナッツのような香ばしい香りと甘さ。
ブラジル産コーヒーの良さが失われることなく、「これ本当にカフェインレス！？」と職人会議で太鼓判でし
た！！ブラジルらしい香ばしい香りを楽しむにはミディアムローストがおすすめです。酸味が苦手な方やミルク
を2割以上入れて飲むことが多い場合はハイローストをお選びいただくと最適です。しかし、カフェインの含
まれている通常のコーヒーに比べると酸化速度は速くなりますので焙煎後はなるべく早めにお飲みいただく
ことをおすすめします。 最近我が子は カフェオレが飲めるようになったのでカフェインレス
コーヒーでカフェオレを作っては舌鼓を 打っています。（←ミルクお砂糖た～っぷり（笑））
カフェインレスの飲み方も色々ですね！ 美味しく飲んでいただけたら嬉しいです＾＾

焙煎後約180ｇ 1100円

カリブナッツ（ナッツのような香ばしさ×甘味×コク苦味） 焙煎後180ｇ 1100円

ジューシーフルーティ（果実のようなフルーティ×コク苦味） 焙煎後180ｇ 1100円

「もっと好みの味わいを作ってみたい！」という方のために裏技を公開。その名も「セルフカスタマイズ アイス5：ミディアム5の
法則」です！アイスローストのストロングビター（180ｇ980円）5割と、ご自身が好きな味わいのミディアム豆５割を店頭の豆
からお選びいただき、ご自身でブレンドする方法です。ミディアム豆の選ぶ方法として、例えば、バランスの良い味わいにしたい
場合、ストロングビター＋グァテマラ・ブルーレイク（180g1100円）、より香ばしいナッツテイストにしたい場合、ストロングビ
ター＋アンデスマウンテン（180g1380円）、コクの強い味わいにしたい場合ストロングビター＋マンデリン・セパカト
（180g1100円）というように組み合わせ次第でアイスコーヒーのラインナップがより豊富に楽しめます！
店頭では気軽に組み合わせられるようにストロングビター（100g549円）は100gでも購入できるよう少量で
販売しています。 この法則はアイスコーヒーだけでなくホットコーヒーにもアレンジが効く法則なので、2品以上
豆を買った場合は5：5でブレンドして単一の味わいとは何がどう違うのか？を考察しながら飲むと楽しいですよ～

■男前珈琲リキッドコーヒー（1000ml)2本
■ビーンズ自家製クッキー（3種）
■男前珈琲ドリップバッグ4個
■父の日仕様のラッピング（化粧箱含む）
【お父さんありがとう】和紙のメッセージ入り
■全国発送（送料660円）も承ります！

2,900円（税込）



●フィルターは継ぎ目が2辺の場合
表と裏に交互に折る

●ドリッパー・サーバー・フィルター
・カップをセットしてあらかじめ
湯通しして温めておく

●人数分の粉をフィルターに入れる
●中心を指で優しくくぼませる

●1投目を注湯 (3分スタート)
沸騰したお湯を1分落ちつかせて
から「の」の字を描くよう注湯
粉がまんべんなく湿る程度に注湯

ポイント
・注湯の温度は87～92℃前後
温度が低すぎると香りが出ない

・お湯がサーバーに落ちないように
1投目を止める

●蒸らしの始まり
注湯後30秒蒸らし

ポイント
・飲む直前に挽くと粉がよく膨らむ
・細胞壁についている旨味成分
（アミノ酸やクロロゲン酸）が抽出
されやすくなるので 十分蒸らす

●２投目を注湯
残り時間を意識してゆっくり注湯

ポイント
・中心から外側へ（フィルターに
お湯がかからないよう中央に注湯）
ゆっくり「の」の字を描くように
細く注湯
ポットの注湯位置は低く注湯

●抽出量まで達しそうになったら
注湯を止めて、落ちるのを待ち
ドリッパーを外す

下が濃いので
よく混ぜて
カップに注ぎ完成

美味しいペーパードリップ
ドリップ時間の目安は約３分です

●細口ポット●ドリッパー ●サーバー

準備するもの

1

ビーンズ喜多見のコーヒー豆は香りと個性が引き立つように焙煎しています。賞味期限は焙煎日より60日間と

していますが、理想は焙煎後、豆は1ヶ月半・粉は2～3週間で飲みきっていただくことをおすすめします。

その上で大切な保存方法をご紹介します。 まず覚えていただきたいのは、コーヒー豆は日光・高温・湿気を嫌

います。焙煎することにより豆に含まれている水分が無くなり空気中の水分を吸収しやすくなっています。

保存する際は遮光性のある防湿リング付きの密閉容器に入れ、光が当たらない温度変化の少ない常温が最適です。

外気温が40℃近くなる真夏は冷蔵庫の野菜室での保存をおすすめいたします（16～18度前後が適温です）

冷凍庫保存は解凍時の温度変化により、急激に湿気を吸い込むためビーンズ喜多見ではおすすめしていません。

コーヒー豆の保存方法 ●防湿リング付き
密閉保存缶

●フィルター

三原則で忘れられがちな②挽きたての重要性についてお話します。

コーヒーをより美味しく召し上がっていただくために飲む直前にミルで挽くことをおすすめしています。

コーヒー豆は挽いた瞬間から表面積が増えるため空気を取り込み酸化と劣化が急速に進みます。

しかし豆のまま保存いただき、自宅で直前に挽けばコーヒー豆の劣化を最小限に抑えられます。

挽きムラの少ない高性能ミルで挽いて持ち帰るより、格安ミルでも直前に挽いてドリップするコーヒーが

格段に美味しいのです。一番大事なことは、「どのミルで挽くか」よりも「飲む直前に挽く」ということです。

美味しいコーヒーの三原則 ①焙煎したて②挽きたて③淹れたて

粉の量 抽出量

1杯 10g 120ml
2杯 20g 240ml
3杯 30g 360ml
4杯 40g 480ml 

2

3

ポイント
美味しい濃度は人それぞれ
あっさりが好きなら抽出量を
増やし、濃いのが好きなら抽
出量を減らし好みの濃度を探す

4

5



苦味は少なく、酸味が引き立つロースト。香りは爽
やかで、まるで果実や紅茶のよう。浅煎が好きな方
に最適。

口当たりが柔らかく飲みやすい、豆の個性が広が
るロースト。煎りたてのピーナッツやワイン、フルー
ツなど、テイストごとの香りが感じられる。
ビーンズのおまかせ焙煎で最も多い焙煎度合。

冷めても酸味が感じにくい、やや深いロースト。
酸味は苦手だが、苦すぎるのも苦手という方に最
適。

苦味が強く感じられるロースト。
ブラックはもちろん、少量のミルクを足して楽しむの
に最適なロースト。ビアレッティなど直火式エスプ
レッソにも最適。

苦味がより強調されるロースト。ブラックはもちろん、
カフェラテなどアレンジコーヒーに最適。ミルクに
負けない濃厚な苦味が出る。

より芯のある苦味が強調されるロースト。アイス
コーヒーや水出しコーヒーに最適。ミルクや氷にも
負けない濃厚な苦味が出る。エスプレッソマシンに
も最適。

最も深い煎り方で、苦味の中にスモーキーな香り
が引き立つロースト。とことん深煎りが好きな方に
最適。

ライト : Ｌ

ミディアム : М

シティ : C

フルシティ : FC

フレンチ : FR

アイス : IC

イタリアン : IT

焙煎度合は8種類

コーヒー豆は野菜と同じ農作物。豆の産地・土壌・水分量や
その日の気温・湿度を見極めて焙煎します。
お持ちの器具に最適な焙煎度合や、好みに合わせた焙煎度合を
ご案内しますので気軽にお尋ねください。

ハイ : H
酸味は少なく、苦すぎず、バランスの取れたロース
ト。酸味は苦手だが、香りも妥協したくない方に最
適。ビーンズのおまかせ焙煎で二番目に多い焙煎
度合。

酸
味
強
い

苦
味
強
い

ロースト早見表


