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夏らしく暑くなってきましたね！7月号巻頭は清水妹が担当します！7月の関心毎と言えばオリンピックですね。不安が残るなか
の開催となりますが、やはり世界一のスポーツの祭典ですから、本音では見られるのが楽しみです。ちょっと私事で恐縮です
が1998年長野オリンピックを観戦した思い出話をさせてください。 長野県の小学5年生限定でモーグル競技の観覧に招待
されたのです。オリンピックまでにモーグルの技をクラスで勉強し、当日まで長野出身の上村愛子選手がどんな技を出すのか
メダルを獲るのか？ワクワクしていたのを覚えています。オリンピック当日は、日本人の里谷多英選手がコザックという技で金
メダルを獲った瞬間に立ち会えて、子供ながらに物凄く感動したのを覚えています。あれから23年、自国開催の
オリンピックが、TOKYOに決定したときは「夏のオリンピック生で見たーい！！」と興奮したものです。
ありがたいことに「カヌー競技」に当選し、観戦が決まったのですが、急転直下、何が起こるかわからない時代
です。改めてオリンピックが4年に一度開催できるというのは世界平和の象徴だと感じています。
東京オリンピックに向けて鍛えてきた勝負師たちが充実した2021年夏となりますように。
年齢もばれてしまいましたが、オリンピックの思い出を振り返るの巻でした。さて、ビーンズでは衛生対策を
して密を避け、元気にお・も・て・な・し！致しております。７月も暑さに負けず張り切って参りましょう！！

7/1～7/31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

◆ ブラジル・サントス

¥840 → ¥790

◆モカシャキッソタデジジ
¥1200 → ¥1100

◆ ピコ・クリストバル
¥1100→ ¥1000

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！

トリゴネリンとはなんぞや？

3月号巻頭でコーヒーに含まれるカフェインとクロロゲン酸の効果について深堀しましたが、7月号では新たに注目されてい
るコーヒーに含まれるトリゴネリンの効果をご紹介します！ トリゴネリンを発見したのは、なんと日本人なのです！
コーヒーに含まれているトリゴネリンには神経細胞を活性化させる効果がＡＣＳ（アメリカ化学会）で報告されており、脳の老
化、認知症、物忘れの予防になると発表されました。トリゴネリンに興味がある方はビーンズのモカをおすすめします。なぜな
らビーンズのモカは他の産地のコーヒーに比べると焙煎中の温度推移を徹底しています。大好きなコーヒーを飲みながら健
康管理ができれば一石二鳥ですね。

モカ・アラカ農園・ナチュラル待望入荷！！ ここ数年、モカアラカを取り扱いたいとウズウズしていたのです
が、価格高騰が激しく断念しておりました。今回は超限定の20kgのみ販売で売切御免でございます！
なぜウズウズするほど期待値が高いのかご説明しますね！採用したMETAD社が管理する農園は主に3農
園あります。①ALAKA（アラカ） ②BUKU（ブク） ③GOTITI（ゴチチ） 農園です。
収穫時は翌年の開花に重要な条件である花芽を残すため、完全手摘みにこだわります。手摘みする際は、
絞ると果汁が絞れるほど完熟したコーヒーチェリーのみ徹底した収穫を行います。 持続可能な収穫と生
産にこだわる姿勢は、流行の言葉で代弁させていただくと、まさに“サスティナブル～！ ”でございます。
その3農園の中でもアラカ農園のナチュラルはビーンズの焙煎機と相性が最も良く、さくらんぼのような甘
酸っぱい香り、酸が綺麗に消え余韻が美しいこと、冷めても香りの印象が劣化しないこと、酸化が極めて少
ないことが決め手となりアラカ農園を採用しました。（左画像：METAD社創業者Muluemebet Emiruさ
ん 1934年にアフリカ初の女性パイロットとなり、第二次世界大戦後、功労者として農地を授与されたこ
とからMETAD社が創業しました）
カッピングジャッジでは90点を超える高得点で、スペシャルティコーヒーの中でも特上クラス。 エチオピア
で最も勢いのあるコーヒー生産者と言えるでしょう。 （経験上、おそらく。）そう思うと1280円はかなりお
買い得でございます。20kg限定入荷となりますので1回のご購入で最大400ｇまでと購入制限をしてい
ます。まとめ買い割引はご遠慮いただいております。ご了承くださいませ。

2021年夏休みは9月に予定しています！
お盆期間中は通常営業いたします。

モカ・アラカ農園・ナチュラル 超・限定入荷！
焙煎後約180ｇ 1280円（税込）
おすすめミディアムロースト

33周年記念ブレンド！ 販売開始！！
焙煎後約180ｇ 1100円（税込）

ビーンズはお陰様で創業33年目を迎えました。こんな小さなコーヒー豆屋に足しげく通っていただ
き誠にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて33周年記念ブレンドをご用意しました！
3年前に30周年記念ブレンドを販売した際に、好評いただき毎年恒例にしようと思っていましたが、
そう言って3年も過ぎてしまいました。。。 今でこそ異なる焙煎度合の豆を配合したブレンド（カリブ
ナッツやジューシーフルーティ）は多くなりましたが、さかのぼれば30周年記念ブレンドが始まりで
した。注文を受けてから、ミディアムローストの豆を焙煎し、さらにシティローストの豆を焙煎し、ブレ
ンドしてお客様のもとへお届けします。
通常は1度の焙煎で終わるところ、香りの重層感を深めるために異なる焙煎度合の豆を2度に分け
て焙煎しています。手間はかかりますが、香りと美味しさを追求したいビーンズのこだわりです♪
【ミディアム豆はブラジル・話題のマンチケイラより・甘味・ローストアーモンド香・長い余韻】
【シティ豆はインドネシア・伝統あるアチェ州より・苦味・重層感・ハーブ香・プーアル茶葉】
この2種の豆が出会ったらどんな化学反応が起きるかお楽しみに♪気になる33周年記念ブレンド
は期間限定で、進化して帰ってきます！お試しください。 （販売期間7/1～9/30まで）

焙煎したてのコーヒー豆、アイスコーヒー、
ドリップバッグなど詰合せギフト承ります。
箱に入れない簡単ラッピングのギフトから箱入り
ギフトまでご予算に応じてお作りします。
右の商品は夏に人気の一例です。

■送料全国 660円（離島除く）
■5,000円以上 送料無料（お届け先１箇所につき)

■本州（最短翌日到着）
北海道・九州・四国・沖縄は翌々日

【箱入】男前珈琲アイスボトル
1000ml×3本 2190円
店頭限定価格

おすすめミディアムロースト＋シティロースト

【箱入】男前珈琲アイスボトル1000ml×2本
男前ドリップバッグ4個
べっぴんドリップバッグ4個 2520円 店頭限定価格

お中元はもちろん、
さまざまなギフト仕様
にてご用意いたします！
お気軽に相談ください

夏ギフト・帰省ギフト承ります！発送日に焙煎するから鮮度抜群！



●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


