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6月巻頭は酵母を愛してやまない清水姉です！我が家は５年程前から酵母たちと生活を共にしています。１種目はヨーグルト酵母。
カスピ海ヨーグルトから育て続け５歳になります。２種目はパン酵母。小麦から起こした酵母ちゃんで2歳になります。それぞれ
我が家に住み着いている微生物の力を借りてすくすく成長中！地道に育てていくと、だんだん発酵力の強い酵母に成長します。
ムクムクっと活性化する酵母を見ると、「あぁ生きているんだな・・・尊い♥」とまるで親心。微生物の力ってスゴイ！！！！
ゆくゆくは味噌や納豆も作ってみたいんですけどね＾＾♪ さて、そんな発酵ネタを導入に6月号、コーヒーの発酵の世界をご紹介

しましょ～！！！ ちなみに上で説明した、いわゆる発酵食品は酸素のある状態で微生物が活動的になるため【好気性発酵（こうきせいはっこう）】と
言います。 酸素がある状態で発酵が進むということは想像できると思いますが、実は酸素がない状態を好む微生物もいて、彼らの発酵方法を
【嫌気性発酵（けんきせいはっこう）】と言います。ビーンズに最近嫁入りしてきた「ライチ・エルパライソ・ダブルファーメンテーション」がまさに後
者の【嫌気性発酵】 によって生み出されたコーヒーです。 コーヒー生産の最先端を行く発酵手法です。嫌気性発酵のざっくりした手法は、
コーヒーチェリーをタンクに詰め、空気を抜き、酸素をなくした状態で発酵させます。一般の精製方法よりフルーツ、ワイン、モルト、シナモンといった
独特なフレーバーや、自然由来の甘みが強いのが特長です。第一弾がライチの香り「ライチ・エルパライソ」。第二弾としてブドウを原料として作ら
れるコニャックのような香り「モカ ウシュウシュ」がまもなく登場！ビーンズの直火×少量小型焙煎機で作り出す味わいは如何に！
【嫌気性発酵】のお豆を試してみたい方のために、モカウシュウシュはお披露目価格にて財布に優しい価格で販売します＾＾
更にガメつく告知（笑）ビーンズアイスコーヒー（紙パック入り）無糖（1000ml 730円）が美味しさ倍増でリニューアル
贅沢100g原料豆使用の濃厚な味わい！通常の2倍の豆を焙煎し、味わいに厚みが増しました！これがスゴイんです！！

あぁ～書ききれないので・・・ここまで。笑

お問い合わせ
豆の焙煎予約

0120-66-7527

ストロングビター
アイスロースト

カリブナッツ
ミディアム＋アイスロースト

ジューシーフルーティ
ミディアム＋アイスロースト

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

氷やミルクに負けない苦味
税込 1100円/180ｇ

ハンドドリップアイスコーヒーのすゝめ

最近では、夏はアイスコーヒー！夏でもホットコーヒー！というさまざまなコーヒーラバーが増え、ビーンズは一年中賑やかな店舗になってきて

嬉しい限りです♪そんな中アイスコーヒーもさらに楽しみ方が増えてきました。まずは 夏の定番３種！

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

小さくてもスゴイ！少量小型焙煎機 ビーンズの小型焙煎機は、独自開発したMade in Japan のオリジナル焙煎機

メリハリのある力強い香り（アロマ）と味わい（フレーバー）が特長

【香り】

コーヒーは大きく分けて4種類のテイストに分類します。例えばナッツテイストの場合、香りだけでなく厚みのある甘い余韻が
続き、フルーツテイストは鼻腔を華やかな香りが突き抜ける、など香りの要素に圧倒的な差が生まれます。

【味わい作り】

コーヒーには産地ごと生豆内に含まれる水分値が異なり、焙煎という熱を加える工程で、その水分を適切に抜く必要がありま
す。その反面で適切に水分を残してあげる必要もあるのです。 適切に水分が抜けないと「雑味」「味蕾を刺激する酸味」に
繋がります。 600g以上を焙煎する場合、水分を抜く工程に時間がかかり、密な状態で豆が撹拌されるため香りが落ち込ん
でしまいます。

6月セール豆（1袋あたりの価格）
●ブラジルピーベリー ￥980→ ¥950 ●ロイヤルブレンド ￥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

裏面は取り扱い豆の一覧と価格表です

さらに楽しみ方はさまざま
●ライト～ミディアムローストの好みの豆で個性を生かした紅茶のような華やかアイスコーヒー
●ミディアムローストとストロングビターを単品購入し、好きな割合でセルフカスタマイズするアイスコーヒー ←人気上昇中！

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。
浅煎りが好き
な方に。

柔らかな口当
たり豆の個性
が広がるロース
ト。煎りたての
ピーナッツ、ワイ
ン、フルーツな
ど、テイストごと
の香りを楽しみ
たい方に。

酸味と苦味を
やや抑えたバ
ランスの良い
ロースト。酸味
は苦手、でも
香りは妥協し
たくない方に。

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、苦すぎ
るのも苦手と
いう方に。

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
ない濃厚な味。

苦味が強く感
じられるロー
スト。ブラック
や少量のミル
クを足して楽
しむのに最適。
直火式エスプ
レッソにも。

より芯のある苦
味を強調した
ロースト。ミルク
や氷にも負けな
い濃厚な味はア
イスコーヒーや
エスプレッソマ
シーンにも。

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。

果実味・酸味を感じやすい スモーキーな香り・苦味強い

しかーし！ビーンズの小型焙煎機は200～600gの少量で直火焙煎します。その為、熱を満遍なく生豆内に行き渡らせることが出来、コーヒー豆が
芯からふっくら開きハチの巣状の構造が生まれます。このハチの巣状の空間にアロマが閉じ込められるんですね。 少量の直火焙煎は、狙った温度に
最短時間で辿り着ける柔軟性と、直火ならではの熱量を与えられるパワー、 香味条件が揃っており、理想とする焙煎が可能となります。 まとめてたく
さん焙煎しょうとすると、それはそれは楽なのですが、コーヒーの香味条件は妥協しないといけないことばかり。 香りと味わいのどちらも両立させるため
に行き着いたのがビーンズのオリジナル焙煎機というわけです。この焙煎機も改良を続け四代目。各機に愛称がある私たちの愛するパートナーです♡



マンデリン・セパカト【インドネシア】

パカマラ珈琲【エルサルバドル】

男前珈琲 【ブレンド】

世田谷ブレンド

ストロングビター【ブレンド】

カリブナッツ【ブレンド】

ジューシーフルーティ【ブレンド】

コクと苦味が引き立つ豆

ドミニカ

ボリビア・ナイラカタ

アンデスマウンテン【エクアドル】

クリスタルマウンテン【キューバ】

ブルーマウンテンNo1【ジャマイカ】

ブルマンブレンド

ナッツのように香ばしく上品な香りの豆

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6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

ブラジル・ピーベリー

オーガニック・コロンビア

グァテマラ・ブルーレイク

喜多見ブレンド

ロイヤルブレンド

オーガニック・ビーンズブレンド

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

ビーンズオリジナル自家製クッキー（7月～9月お休み） 保存料・香料・マーガリン 不使用

べっぴんさんレーズンサンド4個入り ビスケット生地にコーヒーを練り込んだ大人な味わい

コロンビア・スプレモ

キリマンジャロAA【タンザニア】

オーガニック・マヤ【メキシコ】

モカ・マタリ#9【イエメン】

モカ・イルガチェフェ【エチオピア】

オーガニック・モカシャキッソ【エチオピア】

モカ・アラカ【エチオピア】

モカ・ゲイシャG1【エチオピア】

モカ・トリオ【エチオピア】

べっぴんさん【ブレンド】

フルーツのように華やかな香りの豆

まろやかでバランスのとれた豆

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・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

【価格表に掲載のない限定豆・まもなく終売】

●ピコクリストバル（コロンビア） 1100

●マグダレナコロンビア 1100

●アロマショコラ 1100

●グランデ・モンターニャ（エクアドル） 1380

●ハワイコナ・ファンシー 3880

●ブルーマウンテンNo１ 4400

【間もなく入荷！】記載以外↓にも入荷予定！

●モカ・ウシュウシュ（アナエロビック） 6月初旬

●ウシュウシュ・ビター（ブレンド） 6月初旬

●モカ・ブク（エチオピア） ６月下旬

●グァテマラ・ロマスアルタス 8月下旬

●エルサルバドル・カフェノル 8月下旬

その他、お問い合わせはスタッフまでお気軽にどうぞ！

130

130

130

1350

1450

1450

730

230

648

1袋

税込価格
5袋

1袋

税込価格

5袋

おすすめ焙煎度合でご注文の場合、１袋が約180ｇ

（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 最も浅煎りのライトローストで 約185ｇ

最も深煎りのアイスローストで 約175ｇ

同じ焙煎度合に限り

3袋 10％割引 ・ 4袋 15％割引 ・ 5袋 20％割引


