
分
類

N.o

250g ¥1,300

500g ¥2,350

1000g ¥4,400

250g ¥1,250

500g ¥2,250

1000g ¥4,200

250g ¥1,350

500g ¥2,400

1000g ¥4,500

250g ¥1,200

500g ¥2,150

1000g ¥4,050

250g ¥1,400

500g ¥2,500

1000g ¥4,700

250g ¥1,400

500g ¥2,500

1000g ¥4,700

250g ¥1,400

500g ¥2,500

1000g ¥4,700

  　　　　　　　[改訂：2019.01]

ス
　

　
ペ

　
　

シ
　

ャ
　

　
ル

　
　

テ
　

ィ

コロンビア
アルトデルオビス
ポ

【農園/地域/国】アルトデルオビスポ（Alto Del Obispo）/サン アグスティン市/ウイラ県 /
コロンビア【品種】ブルボン、ティピカ【標高】1700m 【精製】ウォッシュド
ブルーベリーを彷彿とさせる、しっかりとしたボディのコーヒー。
ウイラ県は曇りが多く火山灰により土壌が肥沃で、赤道直下ながら高い標高で適度な気温を保
つ、コーヒー栽培に完璧な地域です。中でもこの農園は、コロンビアを縦断する全長1500km
を超えるマグダレナ川の源流域に位置し、標高約1700mの山岳地帯です。

【農園/地域/国】リモンシーリョ農園（Limoncillo）/マタガルバ地区/マタガルパ県/ニカラグ
ア　【品種】パカマラ【標高】1000m-1350m  【精製】ナチュラル
良質なパカマラに、ナチュラルらしさが絡み合った独特の風味。完熟メロン、甘酒のような複
雑な風味。とろっとした口当たり。長く甘みが伴うアフターフレーバー。非常に良質ながら個
性が強いため好みが分かれる一品ですが、ハマる方は他のコーヒーでは物足りなく感じます。
リモンシーリョ農園はニカラグアでスペシャルティコーヒー生産に注力しているミエリッヒ家
の農園です。収穫、精製を丁寧におこないコーヒー豆の品質を最大限に引き出しています。

5
ブラジル
カンポアレグレ農
園

【農園/地域/国】カンポ アレグレ農園（Campo Alegre）/トレスモラス山地/バイーア州 /ブ
ラジル
【品種】カトゥアイ【標高】1300m 【精製】パルプドナチュラル
ナッツのようなしっかりとしたコクのコーヒー。
農園主のミゲル ヴィアーナ シャヴィエルさんはバイーア州のピアタでコーヒー生産のパイオニ
アとして名をはせているルイス氏の兄弟で、二人は精力的に良質なコーヒー生産に取り組んで
きました。ミゲルさんが1983年に購入したTres Morros山地は高品質なコーヒー栽培に適し
た土壌で、収穫も完全に熟したチェリーだけを手摘みして優れたコーヒーを生産しています。

3

7

ニカラグア
リモンシーリョ農
園
パカマラ

6
ブラジル
コレゴ・セコ農園

【農園/地域/国】コレゴ セコ農園（Corrego Seco）/シャパーダ ディアマンチーナ地区/バ
イーア州 /ブラジル【品種】カトゥアイ【標高】1300m 【精製】ナチュラル
チョコやミルクのような滑らかな舌触りとコクのコーヒー。
ブラジル-バイーア州のシャパーダ ディアマンチーナ地区は標高1300m前後の高原地帯で高品
質なコーヒー育成に適した風土です。年間で2度～18度の寒暖の差があり、冬季は若干寒いで
すが最新技術によって適切に管理し、完熟チェリーだけを摘み取って、良質で特徴的なコー
ヒーを生産しています。

2
ニカラグア
エンパシー農園

価格商品名 説明

4
ブラジル
トレスバラス農園

【農園/地域/国】トレスバラス農園（Tres Barras）/カルモ・デ・ミナス地区/ミナスジェイ
ライス州 /ブラジル【標高】1000m～1500m 【精製】パルプ・ド・ナチュラル
オレンジを彷彿とさせる、華やかで滑らかなコーヒー。
本農園は高い標高に加え、高品質コーヒー栽培のための適度な気候、降水量に恵まれていま
す。肥沃な土壌、適度な標高と降水量はスペシャルティコーヒー生産に理想的な環境です。さ
まざまなコンペテションで数多く入賞している意識の高い農園で、品種の選別、栽培方法、さ
らに、収穫、生産処理の研究にまで及び、明るく風味豊かな特性を持つコーヒーを追及し続け
ています。

1
グァテマラ
インヘルト農園

【農園/地域】エル・インヘルト・ウノ農園（El InjertoⅠ）/ウエウエテナンゴ地区/グァテマラ
【品種】ブルボン,カトゥアイ【グレード】SHB 【標高】1500m～ 2000m  【精製】ウォッ
シュド 【認証】レインフォレストアライアンス
ほのかなワインのようなアロマを、最高の酸味、ボディ、味わい、をもったコーヒー。
本農園の地域は平均気温が16-28℃と涼やかで、年間降水量1,800-2,000mm、有機物質に
富んだ火山性の土壌です。ミミズで作った有機堆肥を使用。敷地内の天然雨林は、動植物の自
生を維持しつつ最適な気候をもたらします。完熟果実のみを手摘みで収穫し、伝統的な水洗処
理、醗酵槽処理の後は、豊富な湧き水を使って洗浄します。豊かな甘みを保持したパーチメン
トを天日乾燥場で丁寧に乾燥します。El Injerto Ⅰ農園はスペシャルティコーヒーコンペティ
ションで毎年上位に入賞するトップクラスの農園です。

【農園/地域/国】エンバシー農園（Embassy）/モソンテ地区/ヌエバ・セゴビア県/ニカラグ
ア　【品種】カトゥアイ【標高】1500m～1600m 【精製】ウォッシュド
カシスやフローラルを彷彿とさせる風味で、甘い爽やかな余韻が残ります。
本農園はニカラグアの中でも極めて標高が高く、険しい山岳地帯に位置します。高地で時間を
かけて熟したコーヒーチェリーを、熟練の作業者が急斜面の農園で一粒ずつ選別して収穫しま
す。通常の水洗式はミューシレージ(粘液質)除去までの過程で水流による比重選別を行います
が、ここではさらに後工程でも水流による比重選別をおこないます。厳しい環境で、じっくり
手をかけたコーヒーです。



分
類

N.o

250g ¥800

500g ¥1,400

250g ¥800

500g ¥1,400

250g ¥1,100

500g ¥2,000

1000g ¥3,800

  　　　　　　　[改訂：2019.01]

終了月 カテゴリ 国 商品

2018/05 スペシャルティ インドネシア マンデリントバコ

2018/05 スペシャルティ ニカラグア リモンシーリョ農園ジャバニカ

2018/05 スペシャルティ コスタリカ サラカ農園

2018/05 COE ブラジル ペドラ農園

2016/12/ スペシャルティ コスタリカ エル・ロサリオ農園

2016/07/ スペシャルティ コロンビア ラプラカ農園

2015/03/ スペシャルティ コロンビア ラパンパ農園

2014/11 COE ブラジル ペドラ農園 再入荷

2014/11 スペシャルティ コロンビア サンチュアリオ農園 再終了

2014/09 スペシャルティ ブラジル グロタ・ファンダ農園

2014/09 スペシャルティ コスタリカ モンテ・コペイ農園

2014/09 スペシャルティ インドネシア アルールバダ農園

2014/01 スペシャルティ エチオピア イルガチェフェ地区

2014/01 スペシャルティ ニカラグア カサブランカ農園

2013/05 スペシャルティ インドネシア マンテリントバコ 再入荷

2013/06 スペシャルティ コロンビア サンチュアリオ農園 再入荷

2013/06 スタンダード ブラジル ブラジル No2

2013/05 スペシャルティ タンザニア モンデュール農園

2013/05 スタンダード インドネシア インドネシアG1

2013/01 スタンダード グァテマラ レタナ農園

　　　 http://www.cafe-iko.net/

3Kg以上で再入荷が可能な商品も稀にあります。

【国】グァテマラ 【グレード】SHB
フルーティーな香りと濃厚なボディがあり、シャープな酸味。
熟れた甘み、フルーティーさを感じさせるほのかな酸味と、コーヒーらしい苦みがバランスの
よく味わえる焙煎をしています。火山によってできた肥沃な土地に豊かな雨が降り、コーヒー
栽培に適した条件が整っています。中でも標高1350m以上で栽培された最高品質のグレード
SHBは、高地でじっくりと時間を掛けて熟した良質なコーヒーです。

　　　　　

　　　　　

　岐阜市の山間部にある焙煎所でローストしています。通信販売と直接のお取引を中心に2009年から
　コーヒー豆の焙煎/販売をしています。販売用の実店舗は構えていません。
　卸、イベント用、大量オーダー、オリジナルブレンドの作成等は直接ご相談ください。
　焙煎から3日以内の新鮮コーヒー豆を発送致します。

有
機 10
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グァテマラ
SHB
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　業務用の卸価格は基本的に本表に基づきますが、お取扱量によって多少の割引がございます。発送頻度や焙煎度合
いなどの調整もございますので、お気軽にお問合せください。

　ネットショップでご注文できます。http://www.cafe-iko.net/ （クレジットカード、銀行振込）
　「商品、量、粉or豆、お名前、ご住所」をLINE/メール/FBでご注文頂いてもOKです。（銀行振込、直接）
　焙煎度合い、粉の細かさ、酸味、苦みの要望がある場合はご相談ください。

　メール便で発送致します。送料190円。
　「贈答オプション(化粧箱)700円」ご指定の場合は、化粧箱に入れてメール便と
　同じ送料で宅配便配送致します。

コロンビア
スプレモ

【国】コロンビア 【グレード】スプレモ
さわやかな酸味としっかりとしたボディ。バランスのよいマイルドな風味。
水洗式アラビカで世界一位の生産量を誇るコロンビア。アンデス山脈に連なる高地でゆっくり
と熟したコーヒーチェリー。山岳地帯のため多くが人の手で一粒ずつ収穫され、さらに水洗式
ということも加わり、高品質な傾向に仕上がります。コロンビアのスタンダードで最上級規格
のスプレモです。

インドネシア
ペルマタガヨ
有機/フェアトレード

【農園/地域/国】アチェ州/スマトラ島/インドネシア 【品種】ティムティム,アテン【標高】
1200m-1600m  【精製】スマトラ式
インドネシアのスマトラ島の北部に位置するアチェ特別自治州。そのなかもでも標高が高く、
良質なコーヒーに適したガヨ地区にペルマタガヨ農協があります。 タワール湖を望むガヨ地区
の生産農家達は。丁寧に高品質なアラビカコーヒーを生産しています。手摘みでチェリーを収
穫し、持ち込んだ農協では十分な品質チェック、認証管理を施します。その後、メダン市の専
用工場で更に比重選別、スクリーン選別、ハンドピック行い、定温倉庫で保管したものが日本
へ輸出されます。 本コーヒーは有機栽培、フェアトレード、レインフォレストアライアンスの
3つの認証を取得しています。
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商品名 価格 説明


