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お問い合わせ
豆の焙煎予約

0120-66-7527

話題！「ミルクブリュー」を作ろう！

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

7月セール豆（1袋あたりの価格）
●べっぴんさん ￥1100→ ¥1060 ●ドミニカ ￥1200→ ¥1160

●オーガニック マヤ ¥1200→ ¥1160 日替わりの「お試し100ｇ豆」もご用意してます

ブラジル・樹上完熟・セラード入荷！

ビーンズアイスコーヒー 夏バージョン

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
ソイラテなどのような香ばしい香りが欲しい方におすすめ

カカオ×赤ワイン香と苦み 税込 1200円/180ｇ
ミルクティのような香りが欲しい方におすすめ

氷やミルクに負けない強い苦味 税込 1100円/180ｇ
苦味を強く感じたい方におすすめ

最近、話題のミルクブリューをご存知でしょうか？
その名の通り、「水」ではなく、「牛乳」で抽出する

コーヒー。冷蔵庫で8～10時間かけてゆっくり抽出すると、あら素敵♪
まるで生クリームを入れているかのような濃厚でリッチなカフェオレの
完成。牛乳の代わりに、豆乳やアーモンドミルクなどでも美味～＾＾
（牛乳以外で抽出する時は抽出時間を長めにすると良いです）

作り方
① 粗挽のコーヒー粉をお茶パック
（だしパック）に入れる
② 冷たい牛乳に漬け込み、
冷蔵庫で8～10時間かけてゆっくり抽出

③ 好みの味わいになったらパックを取り出す

コーヒー粉 30g粗挽
牛乳 360ｃｃ
抽出時間 約8時間

お待たせしました。紙パック（1リットル）入り
「ビーンズアイスコーヒー」夏バージョンが入荷！
春バージョンに比べると、夏バージョンは苦味とコク
がさらにアップ！ 本当に美味しいと思えるアイス
コーヒーを目指した結果、1本のコーヒーに100gの
コーヒー原料を使用したか・な・り贅沢なレシピ！
氷を入れても、ミルクを入れても負けない力強い
味わいが特長。360本限定なので、気になる方は
お早めに～♪ 税込 730円/1本

その名の通り、樹上で完熟期まで収穫を待ち続けることにより、カラメル

のような甘い香り、ショコラやココアのような濃厚な味わいが生まれ
る。ブラジル産のスペシャルティコーヒーの中でも手間暇かけた逸品。

おすすめローストは２種類！

【ライト】カシューナッツのような軽い香ばしさと、
後追いする油脂分を感じる旨味と酸味。ブラジル
コーヒーの実力を感じさせてくれる味わい。

【ミディアム】焦がしカラメルのような甘さが
鼻腔をつき抜け、香ばしい余韻が後追いしてくる。
香り・バランス共に優れており、最もおすすめの
ロースト。悩んだらまずはミディアムで！ 税込 1200円/ 180ｇ

モカ・グジG１・ウシュウシュ
アナエロビック入荷！

話題のウシュウシュ種（ゲイシャ種の
親戚）が登場！

アナエロビック製法による樽熟成の
コニャックを想わせる妖艶な香りが
特長。新たなコーヒーの世界を
お楽しみください。
味わいは２種類
〇ウシュウシュ
〇ウシュウシュ・ビター

5,000円以上送料無料
通常配送 660円
簡単配送ネコポス 330円

(180g×２袋まで)

ビーンズでおすすめしている豆は３種類！

全国
発送
承ります

7月巻頭は幼少期にスイミングスクールでイルカのように泳いでいた清水妹です！ もはやバタフライしようものなら腕が
上がらず泳げません笑 さて、小話はこのくらいにして、本題に。 ビーンズではここ数年、生産者さんから適正価格で
直接買い付けるダイレクトトレードの豆が増えました。（ボリビア、ライチなど） 先日、ダイレクトトレード先の生産者さんと
お話した際に「農園内は急斜面のため車が入れない、だから家から片道１時間以上かけて急傾斜の農園まで歩いて
行くんだ。ダイレクトトレードを始める前は、どれだけ品質の良いコーヒーを生産しても、周辺の小農家の豆と
まとめられて、エルサルバドルの相場価格で安価に取引をされることが多く、すごく悔しかったよ。しかし、ダイレクト

トレードのお陰で収入が増え、自分の生産するコーヒーに価値があると再発見し、より自信が持てるようになったんだ。生産量より品質に重きを置
くことで、今後何世代にも渡ってコーヒーの生産を続けられるようになる。肥料の質や、農園内の環境手入れ、二酸化炭素の排出量など改善出来
る事が増えたのも嬉しいね。何十年とコーヒー生産と向き合ってきて、やっと報われるようになった。」と熱く語ってくれました。
この話を聞いてダイレクトトレードの可能性を改めて感じました。ビーンズの先には、ビーンズの焙煎を信じて、飲んでくださる
お客様がいて、後ろで支えてくれるのは「美味しいコーヒーを作るぞ！」と日々頑張ってくださる生産者さんです。
その想いを繋げていくのが私たちの仕事です。これからもダイレクトトレードを通してビーンズが出来る事をしていきます＾＾
さてさてこのダイレクトトレードの仕組みを作った企業「TYPICA」さんからこの度ビーンズが取材を受けました。
こんなことまで！！というビーンズ赤裸々白書を公開しています。気になる方は店頭で配布している瓦版、ネットから
ご注文いただいた際に同封している瓦版をご覧ください＾＾７月も美味しいコーヒーをお届けしていきますよ！

裏面は取り扱い豆の一覧と価格表です

税込 1780円/約180ｇ

夏ギフトご注文承ります！



マンデリン・セパカト【インドネシア】

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】

モカ・グジ・ウシュウシュ・ビター

コクと苦味が引き立つ豆

ドミニカ

ボリビア・ナイラカタ

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

樹上完熟・セラード【ブラジル】

ナッツのように香ばしく上品な香りの豆

1100 4400

1100 4400

1100 4400

1100 4400

1200 4800

1200 4800

1780   7120

1200 4800

1280 5120

2480 9920

4400 17600

1480 5920

1200 4800

改）2022年7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の味わい

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・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】

モカ・グジ・ウシュウシュ

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

1480 5920

1280 5120

1780   7120

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】

●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

●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・ブク（エチオピア） 7月上旬

●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


