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5月巻頭は最近トルティーヤを大量に買ってしまってタコス（ポヨ(チキン)→カルネ(牛•豚)→ペスカード(魚)のローテーション）を毎晩頬張るチャ
パス宮下です。お陰で全然痩せません！ 僕の髪の毛と同様、桜の花びらも散ってしまい春から暑～い夏に向かい季節は移ります。
さて5月4日に開催された珈琲参道は僕のプライベートブランドで出店させていただきお陰様で大盛況でした。来場くださった皆様感謝
申し上げます。 しかしこの珈琲参道を迎えるまでに舞台裏があるのでお話しさせてください。 それは開催2日前の出来事です。
おでこを強打し、初めての大出血。床が血の海になり、サスペンスドラマの被害者になった気分でした。打ち所が悪く、強打した時の
記憶がないので何がきっかけで強打したのかも覚えていないのです。おでこに絆創膏を貼っていたので「三つ目がとおるの写楽の
コスプレ」だと姉妹にからかわれ、頭ふらふらの状態で何とか珈琲参道を乗り切りました。急速に爺やになりつつある僕の状況を
鬼姉妹に話すと 「退社届は10年前に提出ね」「90歳まで現役だよ❤」「動けなくなったら車椅子用意するからね❤」
と愛の鞭を 打たれました。僕はこの歳でやりたい事が出来て、言いたい事も言えます。多少は不満もありますが
(笑)こんな僕を 理解してくれる彼女たちに、そしてお客様に感謝しています。
末永くビーンズで焙煎が出来るように体調管理を考え(ジムに行ってシックスパックになる予定)生きて行きたいと思いますので、
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

お問い合わせ
豆の焙煎予約

0120-66-7527

ストロングビター

カリブナッツ

ジューシーフルーティ

ナッツ香、苦みと香ばしさ
税込 1200円/180ｇ

カカオ×赤ワイン香と苦み
税込 1200円/180ｇ

氷やミルクを入れても負けない苦味
税込 1100円/180ｇ

カリブナッツ
水出しコーヒー

1450円 （税込）

ストロングビター
水出しコーヒー
1350円 （税込）

ジューシーフルーティ
水出しコーヒー
1450円 （税込）

麦茶パックと同じ要領で水に漬け込むだけ（約12時間）
50gで700cc抽出可能。時間をかけて抽出することで
豊かな香り、豆の長所を存分に生かした味わいが特長

実はこんなにも充実しているアイスコーヒーの世界

毎年GWを過ぎるとアイスコーヒーに合う豆を求めて来店される方が増えます。
ビーンズではホット・アイス兼用のストロングビター（180g1100円）
カリブナッツ（180g1200円） ジューシーフルーティ（180g1200円）を
登竜門としてご案内しますが、その他にも中煎りの豆と深煎りの豆を別々に購入
し、好きな割合でブレンドするカスタマイズアイスコーヒーもおすすめしています。
アイスハンドドリップレシピを下に公開していますので参考までに。

さらに豆だけでなくドリップ器具を変えるだけでもガラリと味わいが変わるのもアイスコーヒーならでは。最近では、水出しポット、だしパック（お茶
パック）、エアロプレスなどの器具を用いて水出しアイスコーヒーも簡単に作れるのです。
ビーンズで専用パックにお詰めする水出しコーヒー（50ｇ×4パック1350円～）やキャップをひねればすぐ飲めるビーンズアイスコーヒー
（1000ml 730円）も夏の定番です。ご自身に合ったアイスコーヒーの楽しみ方をお試しください。 豆のご相談も気軽にお尋ねください。

エアロプレス
水出し

15ｇ極細挽
４分待ち
150ｃｃ抽出

水出しポット

推奨されてる
方法をご参考
にどうぞ

だし・お茶パック
（大きめのサイズを選ぶ）

30g粗挽
約6時間待ち
360ｃｃ抽出

ハンドドリップ

水出しコーヒー （50ｇ×4パック）

ビーンズで専用パックにお詰めします

ビーンズアイスコーヒー
（紙パック入り）
（1000ml 730円）

【ハンドドリップ方法】
１．淹れたい杯数の粉をペーパーに入れる
２．サーバーもしくはカップに氷を入れる
３．沸騰して１～２分ほど置いたお湯（90°前後）を
「の」の字を描くように全体が湿る程度にゆっくり
注ぎ２０秒蒸らす

４．「の」の字を描くようにゆっくりお湯を注ぎ瞬間冷却

出来上がり量
（氷分も含む）

氷の量 粉の量

1杯 130cc 40ｇ 20g

2杯 260cc 80ｇ 30ｇ

3杯 390cc 120ｇ 35ｇ

ビーンズで最もおすすめしているのは、
氷を入れたサーバー（容器）の上で
ドリップし、瞬間冷却する方法。
最適な氷の量と粉の量を表にしたの
でドリップする際の目安にどうぞ。
（氷の目安は、ドリップし終えた時に溶
けきる量が目安です）

アイスハンドドリップ美味しいレシピ

5月セール豆（1袋あたりの価格）
●マンデリンセパカト ￥1100→ ¥1060 ●喜多見ブレンド ￥1100→ ¥1060

●グランデモンターニャ ¥1380→ ¥1340 日替わりの「お試し100ｇ豆」もご用意してます。

東京都世田谷区喜多見8-15-32 9:00～18:00 （L.O 17:30） 水・日曜定休 ネット通販【ビーンズ喜多見】で検索

裏面は取り扱い豆の紹介と価格表です



マンデリン・セパカト【インドネシア】 パンチのある苦味・プーアル茶・余韻

パカマラ珈琲【エルサルバドル】 軽い苦味・アーモンド

男前珈琲 【ブレンド】 苦味とコクのバランスが調和

世田谷ブレンド 軽い苦味・まろやか・パンと相性良し

ストロングビター【ブレンド】 アイスやラテなどアレンジに最適な深煎

カリブナッツ【ブレンド】 香ばしい中煎豆・強い苦味の深煎豆の2種混合

ジューシーフルーティ【ブレンド】 フルーティ中煎豆・強い苦味の深煎豆の２種混合

●ご注文頂いてから生豆を計量し、焙煎職人が丹精込めて焙煎します。

●おすすめ焙煎度合でご注文の場合、１袋が約180ｇです。 （1袋210ｇの生豆を焙煎、水分が

焙煎により蒸発するため、焙煎後の目安はライトローストは約185ｇ・アイスローストは約175ｇ）

浅煎・深煎など、お客様の好みに合わせて焙煎度合の変更も承ります。

●ご自身で焙煎される方は生豆で購入も頂けます。（生豆は200ｇにつき25％増量します）

●季節の限定豆はこちらに記載のない場合がございます。詳細はHPや電話にてお尋ねください。

●同じ焙煎度合に限り 3袋 10％割引 ・ 4袋 15％割引 ・ 5袋 20％割引

住所 東京都世田谷区喜多見8-15-32

営業 9:00～18:00 （ラストオーダー 17:30） 水・日曜定休

メール info@kitami-beanscoffee.com 

HP 【ビーンズ喜多見】で検索！

全国発送 【送料660円】 5000円以上送料無料

2袋まではネコポス便【送料330円】がお得です

電話注文（フリーダイヤル）が便利です

コクと苦味が引き立つ豆 1袋

税込価格

ドミニカ トーストしたフランスパン・ピーナッツ

ボリビア・ナイラカタ ヘーゼルナッツチョコ・強い凝縮感・酸味控えめ

オーガニック・アンデスマウンテン【エクアドル】 クルミの香ばしさ・凝縮感

クリスタルマウンテン【キューバ】 ピスタチオの凝縮感・香ばしさ・余韻

ブルーマウンテンNo1【ジャマイカ】 高貴な香り・最高級豆

ブルマンブレンド ブルーマウンテンを贅沢4割配合・黄金バランス・余韻

ナッツのように香ばしく上品な香りの豆

5袋

☎ 0120-66-7527

おすすめ焙煎で焙煎した味わい

焙煎するのに最短で20分前後お時間いただきます

お急ぎの方にはすぐお持ち帰りいただける豆も常時ご用意しています

本日のお試し100ｇコーヒー（5～6種類）はすぐお持ち帰りいただけます

～

（器具に合わせて粉に挽くことも出来ます）

1袋 5袋

1100 4400

1200 4800

1100 4400

1100 4400

1100 4400

1200 4800

1200 4800

1200 4800

1280 5120

1380   5520

2480 9920

4400 17600

1480 5920

改）2022年5月



簡単で美味しい手軽なコーヒー・焼菓子 ギフトにも人気！

ブラジル・サントス まろやか・喉ごしまでバランス良し

ブラジル・ピーベリー ピーナッツ・凝縮感・コロコロ小粒豆

オーガニック・コロンビア 干しブドウ・大豆の香ばしさ

グァテマラ・ブルーレイク 黒糖・黒ゴマ・重層なコク

喜多見ブレンド ビーンズ登竜門・飲み心地の良さを追求

ロイヤルブレンド 酸味控えめ・苦味もほどよく・余韻

オーガニック・ビーンズブレンド バランス・繊細な余韻

ビタードリップバッグ（男前珈琲） 贅沢12ｇ入り パンチのある苦味・アイスアレンジ可

フルーティーモカドリップバッグ（べっぴんさん） 贅沢12ｇ入り 華やかモカが香る

マイルドドリップバッグ 贅沢12ｇ入り バランス良く、飲みやすい

ストロングビター水出しコーヒー4パック 強い苦味・1パック700ccの水で浸水抽出

カリブナッツ水出しコーヒー4パック 香ばしさと苦み・1パック700ccの水で浸水抽出

ジューシーフルーティ水出しコーヒー4パック フルーティと苦み・1パック700ccの水で浸水抽出

ビーンズアイスコーヒー(1リットル・紙パック)  春・夏・秋季限定・濃厚な味わい

コロンビア・スプレモ 花の蜜の香り・上質な酸味

キリマンジャロAA【タンザニア】 ビターオレンジ・カシスの酸味

オーガニック・マヤ【メキシコ】 大豆の香ばしさ・凝縮した酸味

モカ・マタリ#9【イエメン】 中東の土壌を感じるアーシー・スパイシ―

モカ・イルガチェフェ【エチオピア】 レモン・ライム・落ち着きのある香り

オーガニック・モカシャキッソ【エチオピア】 ストロベリー・カカオ・華やか

モカ・アラカ【エチオピア】 高カカオチョコレート・さくらんぼ・繊細な香り

モカ・ゲイシャG1【エチオピア】 カカオ・バニラ・希少品種ゲイシャ種

モカ・トリオ【エチオピア】 モカ3種配合・カカオ・ベリー・複雑な余韻

べっぴんさん【ブレンド】 フルーティで上品にモカ香る・飲みやすい

華やかな香りや酸味が強い豆

まろやかでバランスのとれた豆

税込価格

1袋 5袋

1袋 5袋

130

130

130

1350

1450

1450

730

940 3760

980 3920

1200 4800

1200 4800

1100 4400

1100 4400

1200 4800

940 3760

1100 4400

1200 4800

1280   5120

1280   5120

1280   5120

1280   5120

1480 5920

1280   5120

1100 4400

カフェインレスコーヒー（デカフェ）

カフェインレス・メキシコ・チアパス 焼き芋・長い余韻・深煎りも美味

カフェインレス・グァテマラ・パカヤリト カカオ・ピーナッツ・バランス

カフェインレス・オーガニック・モカ・シャキッソ【エチオピア】柔らかなストロベリー

カフェインレス・ブレンド バランス・重層なコク

1200 4800

1200   4800

1200 4800

1200 4800

1袋 5袋


