
国名 品名 推奨焙煎度 焙煎ワンポイント
アメリカ ハワイコナ シティ シティ～フルシティ　２ハゼ始まりすぐ
イエメン アラビアンセレクション シティ シティとフルシティの中間、２ハゼが始まって少し。
インド モンスーンマラバール ハイ 2ハゼ直前も甘かったですね。ハイ～シティで。
インド パールマウンテン ハイ ハイ～シティ　お好みで

インドネシア WIB-1 ハイ
アイス用ならフレンチ。
ロブスタの香りが気になるなら深煎り又は焙煎前に水洗い

インドネシア AP-1 フレンチ 主としてアイス用に。浅煎りだと死豆(色が付かない豆)が目立ちます。

インドネシア マンデリン・シナール フルシティ ２ハゼ始まりとピークの中間
インドネシア コピ・ルアック フルシティ ２ハゼすぐに香りのピークあり
インドネシア ガヨマウンテン シティ ２ハゼ前がベスト
インドネシア バリアラビカ神山　H シティ ２ハゼ前がベスト
インドネシア スラウェシ・ママサ フルシティ ２ハゼ始まり
インドネシア グランレイナ フルシティ ２ハゼ始まり
インドネシア トゥルーブルー フルシティ ２ハゼ始まり
インドネシア カフェインレスマンデリン フルシティ 色が分かりにくいなら音を頼りに。2ハゼの始まりすぐ。
インドネシア エコバイク ハイ 焙煎度を変え、色々な香りを楽しんでみては。
インドネシア バルジュニアトラジャ共通 フルシティ ２ハゼ始まり
インドネシア バリアラビカ神山　N シティ 2ハゼ前がいいですね
ウガンダ アフリカンムーン シティ 深煎り程、香りは弱まります。
エクアドル チトSHB ハイ ハイ～シティ　お好みで
エチオピア イルガチェフェG1W ハイ 心地よい甘味と酸味は深煎りにつれ弱くなります。煎りすぎ注意
エチオピア イルガチェフェG1N シティ ハイローストも捨てがたい。お好みで。
エチオピア イルガチェフェG1H ハイ 浅い方が甘味と酸味が際立つ
エチオピア グジG1W フルシティ 2ハゼの始まりまでお好みで。
エチオピア G4 シティ 浅煎りの方がフルーティーな香りは立ちます。
エチオピア トラディショナルモカ シティ ハイの香りも捨てがたいが、飲みごたえはシティ
エチオピア グジG1N シティ お好みでハイ～シティ
エチオピア カフェインレスモカ シティ 2ハゼ前で
エチオピア COEアィエル農園 ハイ ハイど真ん中　焼きすぎ注意
エルサルバドル サンタローザ農園W ハイ 他の焙煎度でも楽しめます。
エルサルバドル サンタローザ農園N ハイ 特徴が良く出ているのはハイ。
エルサルバドル COEディオス農園 ハイ 特徴が良く出ているのはハイ。クリーンカップが際立ちます
カメルーン カプラミジャバ ミディアム ミディアム～ハイ。浅い方が特長が出ます。
キューバ カリビアンアイス フレンチ 香り重視ならフルシティロースト。
キューバ TL ミディアム ミディアム～ハイ。
グアテマラ グアテマラSHB シティ シティ以上で焙煎して下さい。
グアテマラ パストーレスP フルシティ ２ハゼピークよりやや早めに
グアテマラ ブルーレイク シティ ２ハゼ始まり、もしくは少し手前。
グアテマラ アゾテア農園 フルシティ ２ハゼの始まりから少しだけ
グアテマラ フルーツフィールド シティ 深煎りになる程、特徴的な香りは弱まります。
グアテマラ インフェルト・エチオピア シティ 色づきが良く、1ハゼの終わり位でシティになります
グアテマラ インフェルト・ケニア フルシティ フルシティより少し浅めで

グアテマラ ケツァールアイス
フルシティ
～フレンチ

フルシティ～フレンチの間　深いと独特の香りがなくなる

グアテマラ ミスティマウンテン シティ ２ハゼ始まり、もしくは少し手前。
グアテマラ カフェインレスグアテマラ シティ ２ハゼ始まり、もしくは少し手前。
グアテマラ メディナ農園 シティ 2ハゼ手前
グアテマラ パルミラ農園 シティ 2ハゼ手前
ケニア レッドマウンテン フルシティ ２ハゼピーク、少し早いと酸が残る。
ケニア マサイ フルシティ ２ハゼピーク、少し早いと酸が残る。香りは２ハゼすぐ。
ケニア カムンドゥ農園 フルシティ ２ハゼの始まりからピークまで
コスタリカ セントタラス シティ ２ハゼ前がベスト
コロンビア エクセルソ シティ アイス用ならフレンチ、ホットならシティ
コロンビア スプレモ シティ アイス用ならフレンチ、ホットならシティ
コロンビア ナリーニョ･コンサカ シティ ２ハゼ前がベスト
コロンビア ナリーニョ･スプレモ シティ ２ハゼ前がベスト
コロンビア カフェインレスコロンビア シティ 酸がしっかりしているので、やや深煎りに
コロンビア エメラルドマウンテン シティ ２ハゼの始まり少し手前



コロンビア ブリサスセレクション フルシティ シティ～フルシティ　２ハゼ始まりすぐ
コロンビア パッションフルーツ ハイ シティはほろ苦
コロンビア フレッシュグラス ハイ シティになると香りが落ちる
コロンビア シナモン シティ 2ハゼより前で
コロンビア ストロベリー ハイ 今回のロットはハイで
コロンビア ウイラ　スプレモ シティ シティ～フルシティ
コロンビア ピンクブルボン ハイ 1ハゼ終わりが甘い
コロンビア ウイスキー シティ よく分からないが、たぶんこの辺
コロンビア COEピラグア農園 ハイ シワが多く残りますが、高地産の証です。
コロンビア ワイン&ピーチ ハイ 1ハゼ終わり
コンゴ ビルンガパーク シティ ２ハゼの音がする手前
ジャマイカ ブルーマウンテン№１ ミディアム～ハイ シワが伸びず見た目は悪いのですが味はベスト。
タンザニア タンザニアAA シティ アイス用ならフレンチ、ホットならシティ
タンザニア ンゴロンゴロAA++ フルシティ ２ハゼピークよりやや早めに
タンザニア バラムセレクト4 シティ ２ハゼ始まりよりやや早めに
タンザニア バラムセレクト5 シティ ハイ～シティがいいかも
ドミニカ パラオナAAA シティ 華やかなのはハイ。お好みで。
ニカラグア ボスケ・トラディショナル ハイ 酸味が苦手でなければミディアム～ハイ
ニカラグア COEエル・ポステ農園 ハイ 1ハゼ終わりでいい感じ
ニカラグア COEラ・ソレダ農園 ハイ 大粒なので一気に行くと表面の内部に差が出ます
パナマ エスメラルダゲイシャW シティ 2ハゼ直前
パナマ エスメラルダゲイシャAL-W シティ 酸味が苦手でなければ、香りのピークは1ハゼピークで
パナマ エスメラルダゲイシャN シティ 大体は浅い方が香りが高いが、これは違う。
パナマ エスメラルダゲイシャAL-N シティ 大体は浅い方が香りが高いが、これは違う。
パプアニューギニア シグリ農園 フルシティ ２ハゼから少し
パプアニューギニア コルブラン農園 フルシティ シティ～フルシティ　お好みで
東ティモール トゥヌファヒ村 シティ 2ハゼの音がする前
ブラジル サントス№２ ハイ 用途によって焼き分けるのも良いでしょう。
ブラジル ショコラN シティ ２ハゼまで焼くと苦味を感じます。
ブラジル カフェインレスサントス シティ カフェインは苦味の約１割。それが無い分、少し深煎りに。
ブラジル エスプレッソレディ- フルシティ 浅煎りも柑橘系が強いので試してみればいかがでしょう。
ブラジル ニブラ シティ １ハゼと２ハゼの中間からやや２ハゼより
ブラジル リオ ミディアム 深煎りにすると、香りが弱まります。
ブラジル トミオフクダ・DOT ハイ ハイ～シティ
ブラジル COEサント・アントーニョ ハイ 甘さのハイ。シティならチョコフレーバー。
ブラジル さくらブルボン シティ 爽やかな香りは中煎りまで
ブラジル イパネマ農園ブラックA35 フルシティ 2ハゼ始まりから少しだけ。少しの差で苦みは大きく変わる。
ブラジル イパネマ農園ブルーB15 シティ １ハゼと２ハゼの中間
ブラジル イパネマ農園ブルーB34 シティ ハイ～シティ　柑橘系の香りは浅めが強い
ブラジル ダテーラ農園S・Y ハイ 焼きすぎ注意
ブラジル サンマリノ シティ ハイ～シティ
ブラジル COEパライソ シティ ハイ～フルシティ　お好みで
ベトナム トイ・スペシャルW ハイ すっきりとした感じです。深みを出すには深煎りへ。
ベトナム トイ・スペシャルH ハイ 香りと甘さがこの辺ではないかと。
ベトナム トイ・スペシャルN ハイ 個性が強いですが、まずここでお試しを。
ベトナム マイ農園ウォッシュド シティ 2ハゼ前で
ペルー ガルシア・ブルボン シティ 2ハゼ前で
ペルー ガルシア・ティピカ ハイ 皺が伸びるかどうかくらい
ペルー アプロカシ組合 ハイ 皺が伸びるかどうかくらい
ペルー COEエル・モリート農園 シティ 色づきがいいので注意
ペルー G1 ハイ フルシティ以上は苦味だけに。軽いアイスならそれもアリ。
ボリビア ソル・デ・ラ・マニャーナ ハイ 酸味が苦手ならシティ以上で
ボリビア トラピシェ農園 ハイ 短時間で焼くと刺激が残る。10分以上で。
ホンジュラス バンビマウンテン シティ 2ハゼの音がなる前で
ホンジュラス エルドラド農園 シティ 甘味はハイが強い。酸味が気にならないならハイで。
ホンジュラス COEフロール ハイ ハイ～シティ
ミャンマー シャンリー シティ 2ハゼの音がする前に
メキシコ カフェインレスメキシコ シティ 1ハゼと2ハゼの中間、元々黒いので色は見づらい、音を頼りに
メキシコ COEエルボルド農園 ハイ ハイど真ん中



メキシコ エルピラール農園 ハイ ハイ～シティで
ルワンダ カリシンビWS シティ 2ハゼの音がする前に
中国 雲南思芽 シティ ハイ～シティ、お好みの酸味に調整ください。

昭和のアイス フレンチ
ロブスタは元々酸味が少ないので、少し浅煎りでも問題なし。
アラビカ種の色合いで調整してください。

カフェインレスアイス フレンチ ２ハゼピークの前後
マイルドアイス フレンチ ２ハゼピークの前後
プレミアムショコラ フルシティ ２ハゼの始まりから少しだけ
スイートモカ ハイ ハイとシティの中間
クラシカルブレンド シティ シティとフルシティの中間


