Prologue

“GOOD COFFEE” AS
EXPERIENCE
“ おいしいコーヒー ” お届けします。
現代は、実に多様なコーヒーの味を楽しめる
時代です。缶コーヒーやコンビニコーヒーなど、

彼らが追求するのは、兎にも角にも、コーヒー

ますが、それだけではないのです。大量生産で

の質。質の良い豆だからこそ、単純な苦味や酸

は実現できない高品質のスペシャルティコーヒー

味だけでない、様々な味が表現できるといいます。

の世界で、大きな変化が起きています。

市場が育ち始めた今、表現の幅は以前よりも格

スペシャルティコーヒーとは、厳しい評価を経

段に広がりました。奇をてらっているわけではな

て一定以上のレベルに達したものだけが選りすぐ

く、驚くような豊かな風味のコーヒーの味も楽し

られたコーヒーです。生産地だけでなく、畑の土

めるようになりました。

近年、ノルウェー・オスロやオーストラリア・
メルボルンを筆 頭に、こうした品 質の高いコー

質の良い豆だけを仕入れ、その豆に最適な焙
煎度合を探り、自身の技術とセンスを信じて提供
する。そんな 6 店を集めたのがこのカタログです。

ヒーを楽しむ文 化が醸 成されてきました。 焙 煎

たくさんの人の手を介し、焙煎士が知識と情

士やバリスタなどが都市で交流を重ね、より良い

熱を振り絞って提 供するコーヒー豆。その豆で

コーヒーを追求し、生産者ともコミュニケーショ

淹れるコーヒーを飲む幸せのひと時を、満喫して

ンをして、おいしいコーヒーの味の幅はどんどん

いただきたいです。

広がっています。
日本でも変 化が起きています。 喫 茶 店などの
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カフェを開業しています。

手軽に楽しめる機会が増えているという面もあり

壌や標高など、様々な情報をトレースできます。
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と独立してビーンズショップやコーヒースタンド、

とはいえ、飲む時はそんな難しいことは考える
必要はありません。いつもの一杯を、より上質な

独自のコーヒー文化を踏襲し、世界の都市で先

ものに。「SOW EXPERIENCE COFFEE GIF T」

端のコーヒーの味に触れた若き職人たちが、続々

をお楽しみください。

How to use

選んだコーヒー豆が自宅に届きます。

1.

3.

カタログとチケットを確認

自宅にコーヒー豆が

コーヒー豆を提供する 6 店を紹介しています。豆

届きます

選びの参考にしてください。

ご指定の場所にコーヒー豆をお届けいたします。

チケットにはチケット番号が印字してあります。お

※ ご注文いただいてから焙煎することもあるため、お届けまで

申し込み時にはチケット番号が必要です。

This Catalog

券面には申込期限が記載されています。

2.

専用サイトで豆の情報を
確認・注文
注 文 できるコ ーヒー 豆 のリストを 専 用 サイト
（ http://sowxpgift.com/ ）で確認・注文して
ください。

the Internet

申込期限までに必ずお申し込みください。
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お好きな淹れ方で
お楽しみください
コーヒーの淹れ方は p36 〜 39 をご参照のほか、
各店おすすめの淹れ方をぜひお試しください。
粉に挽いた豆はお早めにお召し上がりください。

カタログの見方
選べる「豆」と「粉」
（例）
豆の
まま

GD-00144-0255 ←豆のままお届け

粉に
挽く

GD-00145-0256 ←粉に挽いてお届け

コーヒーは、豆のまま保存して挽きたてを飲むのががおすすめです
が、挽いて粉の状態でもお送りできます。お申し込み時にお選び
いただく番号が異なりますのでご注意ください。

おすすめの抽出
様々な抽出法がありますが、ご家庭で楽し
ペーパードリップ

なども案内しています
※ 豆そのままの状態か、挽いた状態のどちらかを選べ
ます。なるべく豆のままをおすすめします
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4.

Delivery

※ 豆は農作物です。時期により選べる種類が異なります
※ 生産国や生産者、畑などの情報の他に、味の違い

http://sowxpgift.com

時間がかかることもあります

むのにペーパードリップかフレンチプレスをお
すすめしています。各店のおすすめの淹れ方
を記載していますので参考にしてください。

フレンチプレス

No. 001

FUGLEN COFFEE
ROASTERS
コーヒー最先端の地オスロ、その水準を知る人物。
近年の世界的なコーヒーの潮流をリードするノルウェー・オスロ。その
オスロで中心的存在として知られる「FUGLEN」。小島賢治さんは単身
渡ったノルウェーでこの店と出合い、本場オスロでの経験を経て東京に
この店をオープンさせるに至った。日本のコーヒー業界でもひときわ稀
有な経歴を持つ彼が 2015 年から始めた焙煎の基準はもちろん、海の
向こうのオスロにある。

FUGLEN COFFEE ROASTERS（フグレンコーヒーロースターズ）
豆の
まま

GD-00144-0255

粉に
挽く

GD-00145-0256

焙煎所：FUGLEN COFFEE ROASTERS（東京都渋谷区）
焙煎責任者：小島賢治
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ROASTER INTERVIEW

身一つでオスロに渡って得た、 特別な経験。
コーヒー 文 化が 最も盛んな都 市 の一つがノ

み、東京・富ヶ谷に一軒家を改装した FUGLEN

ルウェーのオスロ。中でも世界的に有名なのが

TOKYO をオープン。当初はオスロから仕入れた

「FUGLEN」だ。家具を売り、お酒も出すユニー

豆と、東京の他のロースターの豆を主に扱ってい

クな業 態ながら、コーヒー界でもその名を馳せ

たが、2015 年から、FUGLEN で培った仕入れルー

る。オスロの FUGLEN では、地元で有名な複数

トを活かした豆を中心に自身で焙煎を始めた。

のロースターの豆を取り扱っていたこともあって、

「コーヒーは甘み、果実のような酸味、チョコ

いつしかコーヒー好きの交流の場ができたのだと

レートのような苦味など様々な味がします。すぐ

いう。それからコーヒー業界のトップランナーた

に好き嫌いで判断せず、何度か飲んでいるうちに

ちが集まるようになった。バリスタ、ロースターな

たくさんの楽しい発見がありますよ。」

ど、様々な肩書きを持つ第一線で活躍するプロ
が集まった。
そんなダイナミックな流れを目の当たりにしてき
たのが、FUGLEN TOKYO の代 表である小 島 賢
治さんだ。コーヒーを学ぶため、オスロの、あ
る飲食店の面接に訪れた。その時の面接官が、
FUGLEN のオーナーでもあったアイナールさん
3 日バリスタやってみたら」と、FUGLEN のほう
に誘われた。小島さんはすぐに馴染み、結局半
年をこの店で過ごす。
FUGLEN はノルウェーの言葉で「鳥」を意味

1: FUGLEN TOKYO の店内は様々な国の人達で一日中賑わう。

1

だった。本命のお店には採用されなかったが、
「 2、

2

3

2: お店の軒先も人気のスポットだ。

3: いろいろな焙煎度合いや淹れ方を日々研究している。

小島賢治

FUGLEN COFFEE ROASTERS 代
表。1978 年生まれ。埼玉県出身。

FUGLEN COFFEE ROASTERS おすすめの淹れ方

する。ロゴには「あじさし」という、 世 界で最

「豆の挽き目は細挽きがおす

長距離を飛ぶといわれる渡り鳥があしらわれてい

すめ。抽出器具は使い慣れた
もので問題ありません」

る。創業時から FUGLEN は、オスロ、東京、ニュー
ヨークに出店をする計画だった。
そこで小島さんに白羽の矢が立った。話は進
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豆 15g、お湯：250ml

60g の豆に対して１ℓのお

40ml のお湯でかく拌して 30

湯が基 準。30g の豆の場

秒蒸らす。7 分目までかさ上

合 は 500ml、18g の 豆 の

げ。中心に注ぎ注ぐ量を一

場合は 300ml。4 分で抽出。

定に。ドリッパーを外してか
き混ぜ完了。

No. 002

GLITCH COFFEE
& ROASTERS
日本発のコーヒー文化を、世界に届ける。
コーヒー文化が最も成熟した国の一つであるオーストラリアにおいて、
「ポール・バセット」はそのトップランナーといえる。バリスタ世界チャ
ンピオンのポール・バセット氏が手がける同店の東京進出を当初から支
え、品質管理を担ってきた鈴木清和さんが目指すのは、世界に負けな
い味で日本流のコーヒー文化を発信すること。満を持して出店した神保
町の「GLITCH COFFEE & ROASTERS」から、
その挑戦が始まっている。

GLITCH COFFEE & ROASTERS
豆の
まま

GD-00146-0257

粉に
挽く

GD-00147-0258

焙煎所：GLITCH COFFEE & ROASTERS（東京都千代田区）
焙煎責任者：鈴木清和
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ROASTER INTERVIEW

味は世界水準、日本のコーヒー文化を仲間と共に発信。
コーヒー先進国であるオーストラリアの味に触

て、GLITCH 流の味を広める。ただし、 完 全に

れ続けた鈴木さんが初めて自分の店を出したの

同じ味ではない。バリスタの意見も尊重し、焼き

は、純喫茶やジャズ喫茶がひしめく東京・神保

加減などが微妙に異なるという。

町だった。日本のコーヒー文化を支えてきた街で、

チーム GLITCH が拡大すれば、いずれ農園に

世界に誇るコーヒー店をつくるのが目標だ。

専用区画を作るなどして、生産工程からコミット

「文豪や地域の人に愛されて長年続いている喫

する。「おいしいコーヒーを栽培して、精製して、

茶 店のように、 街がその店を守るような、そん

焙煎する。飲む人はもちろん、コーヒーにかかわ

な一 店 舗をやりたい」と鈴 木さんは話す。日本

るすべての人が幸せな流れを作りたい」。

のコーヒー文化に敬意を表しつつ、世界水準の
コーヒーの味を提 供する。GLITCH COFFEE &
ROASTERS は 2015 年にオープンした。
鈴木さんはオーストラリア発のカフェ「ポール
バセット」が日本に上陸したころから、その品質
を支えてきた。品質管理の責任者として長年活
躍し、GLITCH COFFEE は満を持しての出店だ。
店内には喫茶店を思わせるレトロなランプがある
か出合えない浅煎りの味だ。「焼きすぎは苦味だ
けが際立ってしまいもったいない。ウェルダンより
レアが好きです」。
最 終 的な目標は、 街を幸せにすること。 朝、

1: シェアロースターは、この焙煎機で行われる。

1

一方、提供するコーヒーは、喫茶店ではなかな

2

3

2: 多くの人が行き交う交差点に、店を構える。

GLITCH COFFEE & ROASTERS 代
表。1977 年生まれ。栃木県出身。

GLITCH COFFEE & ROASTERS おすすめの淹れ方

おいしいコーヒー 一 杯が、 仕 事に活力を生む。

「フレンチプレスでも、ドリップ

行き交う人に笑顔が生まれる。街を幸せにする

でも、豆の味全てを感じてほ
しいです」

拠点は、「シェアロースター」という取り組みで
拡散する。コーヒーを提供する様々な飲食店の
バリスタなどに焙煎機を貸し、ノウハウも共有し
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3: 店頭では要望に合わせた抽出でコーヒーを提供する。

鈴木清和

豆：16.5g、お湯：250ml
中挽き。50ml のお湯を
入れてかく拌 10 回 30 秒。
50 秒までに 70ml。1 分 20
秒まで待ち 130ml。2 分
45 秒で落ち切れば完成。

豆：20g、お湯：280ml
粗挽き。コーヒーの粉を
入れ、お湯を 280ml。温
90℃。6 分待ち、プラン
ジャーを下げて出来上がり。

No. 003

LIGHT UP COFFEE
23 歳で開業、コーヒーシーンを刺激する若い力。
エネルギーと才能が溢れる若者が魅了されたのは、一杯のカフェラテ
だった。個人で焙煎機を買い、豆を焼いて家族に淹れる。おいしいコー
ヒーを出すことが何より楽しかった。世界のコーヒー文化を猛スピード
で吸収し、東京・吉祥寺に相棒と出店したのが LIGHT UP COFFEE。
コー
ヒーのワークショップやイベントにも引っ張りだこ。若い力が、
日本のコー
ヒーを盛り上げる。

LIGHT UP COFFEE（ライトアップコーヒー）
豆の
まま

GD-00148-0259

粉に
挽く

GD-00149-0260

焙煎所：LIGHT UP COFFEE（東京都武蔵野市）
焙煎責任者：川野優馬
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ROASTER INTERVIEW

一杯のカフェラテに衝撃を受けて、猛スピードで若くして開業。
学生時代にチェーン店でアルバイトをし、ラテ

華やかな風味、チョコレートやリンゴの風味も好

アートのコンテンストで優 勝した川野 優 馬さん。

きです」という。

その時、勉強のためにいろいろな店のカフェラテ

「農園が最高の豆を栽培・精製してくれている。

を飲んだ。そこで出合って衝撃を受けた。「苦く

一切手抜きはできない。僕にとっては豆を焼いて

ないラテがある。ものすごくおいしい」。それまで

いるのが最高の癒やし。焙煎なら何時間でもで

知っていたコーヒーとは違い、コーヒーが農作物

きます」

であり、果実の種であることを感じた。
違いを調べていくと、大量消費の豆は様々な
品質の豆が混ざっているので味を均等にするため

上質なコーヒーをたくさんの人に楽しんでほし
い。焙煎に、ワークショップに。店舗と各地を軽
やかに飛び回る。

に比較的深煎りで苦味が多いことを知った。一
方で、品質を高く維持するための仕組みを築き、
栽培から精製、焙煎、抽出までを一貫して見る
コーヒー店が国内外にあることも知った。
どんどんのめり込み、相棒の相原民人さんと、
海外にコーヒー店巡りのための旅にも出た。毎日
10 杯以上飲んで、“ コーヒー酔い ” を何度も経
1: 焙煎をして豆と向き合っている時間が幸福だという川野さん。

1

験した。ついに、自分で焙煎をしたくなった。そ

2

の時は学生。資金がない。銀行にプレゼンをして、

3

2: 鮮やかな水色が LIGHT UP COFFEE の目印。

3: 店は公園の前にあり、週末はいつも混雑。

融資を受け、個人用の焙煎機を購入した。来る
日も来る日も、 焙 煎を続けて、 家 族に飲んでも
らった。そうして、学生のうちに東京・吉祥寺に
LIGHT UP COFFEE を出店。イベントなどを積極
的に企画したり、参加したりして、高品質なコー
ヒーの普及に尽力する。
素材の味をそのままに伝えるのが大切。「単純
においしいものを出したいです。シトラスのような
16
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川野優馬

LIGHT UP COFFEE 代表。1990 年
生まれ。東京都出身。

LIGHT UP COFFEE おすすめの淹れ方
「淹れる時間そのものを楽しん
だり透明感を楽しみたいなら
ペーパードリップ、豆の味をそ
のまま楽しみたいならフレンチ
プレスで」

豆：16g、お湯：210ml

豆：12g、お湯：210ml

一 度フィルターを湯 通し。

中細挽きに。フレンチプレ

中挽きの粉をセット。蒸ら

ス器に挽いた豆を入れる。

し 30 秒。1 分間かけて残

沸騰したお湯を注いで蓋を

りのお湯を注ぐ。

して 4 分。ブランジャーを
下げる。

No. 004

ONIBUS COFFEE
奥沢の街の人々を虜にしたコーヒーの味。
東京は世田谷の閑静な住宅街が広がる奥沢エリア。その線路沿いの狭
い路地に、店舗を構える「ONIBUS COFFEE」がある。店には朝から
晩まで人の流れが絶えない。出勤前に立ち寄るビジネスマン、散歩の
途中に休憩する近所の女性、豆を求めてやってくるコーヒー好きのカッ
プル。世界を旅して、日本でバリスタとしてキャリアを積んだ坂尾さんが
焙煎するコーヒー。その表情豊かな味に魅了され、今日もたくさんの人
が入り口に吸い込まれていく。

ONIBUS COFFEE（オニバスコーヒー）
豆の
まま

GD-00152-0263

粉に
挽く

GD-00153-0264

焙煎所：ONIBUS COFFEE（東京都世田谷区）
焙煎責任者：坂尾篤史
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ROASTER INTERVIEW

地域に根付き、コーヒーの魅力と文化を広める。
おいしいコーヒーを提供する。毎日来店するよ

やってくる。2015 年には渋 谷に、ABOUT LIFE

うな常連客がつく。人の交流が始まる。ONIBUS

COFFEE BREWERS の 屋 号 で 新しいコ ーヒー

COFFEE は、地域に、街に根付くコーヒースタン

スタンドを出 店。 今 後も路 面 店にこだわって、

ドだ。路面店にこだわり、自分たちがいいと思う

ONIBUS 流のコーヒーを根付かせていきたいと考

ことを貫いて、豆を仕入れ、焙煎し、提供する。

えている。「各農園の豆の特性が出るよう、焼き

オーナーでバリスタ、焙煎士を務める坂尾篤史
さんは、過去にバックパッカーをして様々な国を
訪れた。どこの国でも、情報共有の場はカフェ

すぎず、苦味以外の様々な味が感じられるコー
ヒーを出したい」。
仕入れにも自分たちの色を出したいと考えてい

だった。一方、実は苦いコーヒーの味が苦手だっ

る。ルワンダのコーヒー農園と、直接取引を始め、

た坂尾さんだが、コーヒー文化が成熟していると

自分たち専用の区画を持つことも計画する。生

いわれるオーストラリアのコーヒーの味に驚いた。

産者と対話しながら、理想の味を追求していく。

苦さはほとんどなく、豊かな香りや複雑な味を引

毎年の味の変化が、これからますます楽しみだ。

き出しているのに驚いた。
2008 年、帰国して自分でカフェをやりたいと
動き出した。修業先に選んだのが、オーストラリ
ア発のカフェ「ポール・バセット」。おいしいエス
1: 奥沢の ONIBUS COFFEE 店内。豆の味やストーリが POP に丁寧に書いてある。

1

プレッソを飲める店として知る人ぞ知る名店だっ

2

た。バリスタとして、自分なりのコーヒーの味を

3

2: 店内にある焙煎機。3: ONIBUS はポルトガル語で公共バスの意味。「万人の為に」という語源を持つ言葉だという。

磨いた。「毎日が戦いでした。コーヒー豆という
食 材を調 理、つまり焙 煎して、お客 様に出す。
素材に対する意識が高くて、料理人の世界のよ
うでした」。
コーヒー 豆という素 材 に向き合って 2 年 半
後。独立して、東京・奥沢に ONIBUS COFFEE
を開いた。決して広くない店舗だが、常連客が
ひっきりなしに豆を買いに、コーヒーを飲みに
20
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坂尾篤史

ONIBUS COFFEE 代表。1983 年生
まれ。千葉県出身。

ONIBUS COFFEE おすすめの淹れ方
「抽出方法は、お好きなもので。
できれば豆の状態を選んで、飲
む直前に挽いてほしい。
ペーパー
ドリップやフレンチプレスのほか
にエアロプレスもおすすめです」

豆 15g、お湯：250ml

豆：15g、お湯 260ml

50ml 注いでかき混ぜながら

勢いよくお湯を注ぎ、蓋を

30 〜 40 秒。中心から外側

せずに 4 分待つ。軽くかき

へ 40 〜 50ml ずつ、
4、
5 回。

混ぜ、プランジャーをセッ

トータル 2 分 30 秒〜 3 分

トし下までゆっくり下げる。

で抽出する。

No. 005

SWITCH COFFEE TOKYO
ローカルでグローバル、目黒の「街のコーヒー屋」。
ご近所さんやビジネスマンのほかに、外国の雑誌やガイドブックにも多く
紹介されるせいか、海外の人の姿も目立つ。オーストラリアはメルボル
ンで学び、福岡のハニー珈琲で修行を積んだ大西正紘さんの世界トッ
プレベルの味は、コーヒー通はもちろん、何気なく立ち寄った一見客ま
で幅広い人の心をつかむ。「詳しくない人においしいと思ってもらわない
と負け」と話す大西さんのコーヒーのファンは、世界中に増加中だ。

SWITCH COFFEE TOKYO（スイッチコーヒートーキョー）
豆の
まま

GD-00154-0265

粉に
挽く

GD-00155-0266

焙煎所：SWITCH COFFEE TOKYO（東京都目黒区）
焙煎責任者：大西正紘
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ROASTER INTERVIEW

ふらっと入った人に、おいしいと思ってもらわなくては負け。
生産地に赴き、焙煎をし、豆や一杯のコーヒー

淹れ方は、フレンチプレスを推奨している。豆

として提供する先人たち。シアトルやイタリアから

の味が全て抽出されるからだ。
「器具が無ければ、

エスプレッソの文化をいち早く持ってきた先人た

急須と茶漉しでもかまいません」。

ち。「そうした方々に、『あいつらなら今後のコー

難しく考えずに飲んでほしい、しかし品質がい

ヒー 界を任せてもいい』と言われるようなコー

い豆は提供する。SWITCH COFFEE の哲学だ。

ヒー店になっていたい」と話す大西正紘さん。
学生時代に、当時は珍しかったエスプレッソ
を出す本 格 的なカフェで働いたのがコーヒーに
興味を持ったきっかけ。様々な店のコーヒーを飲
み、オーストラリアでコーヒーも学んだ。帰国後、
福岡を拠点にスペシャルティコーヒーを提供する
ハニー珈琲で修行。2013 年に、東京・目黒に
SWITCH COFFEE TOKYO を出店した。
大西さんは、「飲み物としておいしいのが理想」
と語る。コーヒーというくくりだけでなく、あらゆ
る飲み物の中でも純粋においしいと思われるコー
けでなく、ナッツやチョコレート、柑橘系の風味
など様々なものがある」。こうした味を引き出すた
めの焙煎をしている。
「豆の品質がいいと冷めてもおいしい」と大西さ

1: 店の奥の焙煎機で、焙煎に集中する大西さん。

1

ヒーを目指す。「コーヒーの良さは酸味や苦味だ

2

3

2: 店頭には常時 4 〜 5 種類の豆を置いている。

SWITCH COFFEE TOKYO 代表。
1986 年生まれ。愛知県出身。

SWITCH COFFEE TOKYO おすすめの淹れ方

んは話す。冷めてしまうと、酸っぱく、まずくなら

「フレンチプレスがおすすめで

ないのだろうか。「コーヒーの豆自体の品質が悪

すが、ご自宅なので、自由に
いろいろ試してみてください」

かったり、未熟豆などが混ざっていたりする場合、
酸味は嫌なものになります。しかし、いい豆のコー
ヒーの酸味は、冷めてもおいしい」という。
24
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3: カウンター越しに常連客と話す風景も日常。

大西正紘

豆：15g、お湯 250ml

豆：15g、お湯 250ml

フィルターを湯通し。お湯

フレンチプレス器に挽いた

を捨て粉をセット。30 秒

豆を入れる。お湯を注いで

蒸らして、中心から円を描く

4 分 経ったらかき混ぜる。

ようにお湯をゆっくり注ぐ。

プランジャーを下げてカッ
プに注ぐ。

No. 006

CAFETENANGO
農園を巡り仕入れた、中米専門コーヒー豆店。
納得するまでコーヒーの風味の違いを突き詰めたい。その思いに突き動
かされて、コーヒーの生産国であるグアテマラに住み、味の研究をし始
めたのが栢沼良行さん。生産者や畑、標高など、細かく品質が管理さ
れている中米のコーヒー豆が専門だ。

CAFETENANGO（カフェテナンゴ）
豆の
まま

GD-00156-0267

粉に
挽く

GD-00157-0268

焙煎所：CAFETENANGO（東京都世田谷区）
焙煎責任者：栢沼良行
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ROASTER INTERVIEW

好奇心が原動力、豆の特徴が出る焙煎を追求する。
栢沼良行さんは求道者だ。「コーヒーの風味

毎年 4 月か 5 月、コーヒーの収穫が終わった

の違いがどこからくるのか知りたい」。その好奇

ころを見計らって、また農園に旅立つ。「新しい

心がすべての原動力になっている。

農園は、飛び込みで訪れます。現地のコーヒー

飲食業界から、日本のスペシャルティコーヒー

協会に行って、農園主を紹介してもらいます」と、

のパイオニアの一社に転職。そこでコーヒーのい

淡々と話す栢沼さん。独自ルートで開拓した中米

ろはを学んだ。知れば知るほど、すべての工程を

のコーヒー豆が、今日も東京・駒沢のカフェテ

納得いくまで見てみたいと思うようになった。「豆

ナンゴの焙煎機で、芳醇な香りを漂わせている。

を焼く人間が、畑の土を踏まなくてはいけない」、
そう強く思うようになった。
そして一念発起。退職して、産地を巡る旅に
出ることにした。しかし、コーヒーの産地は世界
中に広がっている。アフリカ、中米、 南 米、 東
南アジア。すべての国を究めるのは無理だと悟っ
た。そこで、もともと好きだった中米に的を絞る
ことにした。中でもグアテマラ。「エリアや標高の
違いで、風味のバリエーションが特に多かったの
グアテマラに住み、コーヒーの勉強を始めた。
スペイン語学校に通い、農園を回り、現地のコー
ヒー協会などが開く品質検査の講習などに参加
し、エルサルバドルのコーヒー学校にも通った。
3 年間の “ 留学 ” の後、東京でコーヒー店を
開くことにした。ときに農園に赴き、豆を仕入れ、
最適な焙煎度合を探る。一連のコーヒー店の業
務は、栢沼さんにとって、風味の違いを知るため
に必要なことなのだ。
28
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1: 店内の焙煎機で豆を焼く栢沼さん。農園を訪れた印象で、焼き方を変えることもあるという。

1

です」。

2

3

2: エルサルバドルのコーヒー品評会の審査員を担当した。3: 豆売りのほか、4 席のカウンターでコーヒーを提供。

栢沼良行

カフェテナンゴオーナー、焙煎士。
1974 年生まれ。神奈川県出身。

CAFETENANGO おすすめの淹れ方
「豆の特徴的なフレーバーが出
て、飲んでその農園だと分かる
焼き方を目指しています。お好き
に飲んでいただいていいですが、
できればペーパードリップで」

豆：12g、お湯：160ml
真ん中から外に向かって満遍なくお湯を注ぐ 30 秒蒸らす。真ん中か
ら小さく 1 周お湯を注ぐ。ドーム状に膨らんだ泡が落ち着いたら同じ
動作を繰り返す。1 分 40 秒経過したら円を大きく。2 分 30 秒で出
し切る。

Tastes and
Characters
味を喩えてみよう！
味覚を発見するとおいしくなる

コーヒーの味をあらわす際によく使う比喩
...!!?
Tropical!
チョコレート

キャラメル

はちみつ

が感じられることもあります。

ことも。

ることもあります。

甘みの他にカカオのような香り、酸味

お届けする豆で淹れるコーヒーは、多くの場合、あまり苦くあり

花のような香り、爽やかな甘みを感じ

ません。コーヒーの豆にもともと苦味はほとんどなく、焙煎によって

こってりした甘みや香ばしい香り。アー

シナモンやコリアンダーシードなど、複

スパイス

フローラル

出てくる味です。未熟な豆や粗悪な豆が混ざっていると、その味を

モンドやカシューナッツなど、様々な風

雑な香りに例えられます。

の香りを感じることも。

味があります。

隠すために長時間の焙煎をします。結果的に苦味が強く出ます。

ナッツ

甘くて香ばしく、かすかな苦味を感じる

ジャスミンやバラ、ラベンダーなど、花

一方でご紹介した 6 店は、良質な豆のみを使用しているので、そ
うした味を隠す必要がありません。各焙煎士は、
コーヒーの豆が持っ
ているポテンシャルを最大限に引き出す焙煎をします。すると、甘み
や酸味など、複雑なフレーバーが感じられるようになります。
フレーバーは、その他の様々な食べ物に例えられます。どれか一
つの味がするというよりは、風味が混ざり合って感じられます。
「チョコレートのような甘み、シトラスのような爽やかな香りと酸
味」。各店の豆には、味の解説があります。専用サイトで選ぶ際の
参考にしてください。
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柑橘系フルーツ

ベリー系フルーツ

その他のフルーツ

オレンジやシトラス、グレープフルーツ

ブルーベリー、ラズベリー、イチゴなど

キウイやパイナップルなどのトロピカルフ

の甘みや酸味に例えられます。

の甘みや酸味に例えられます。

ルーツ、青りんご、赤いりんごなど。

Process For
Making Good Coffee
――コーヒーの味はこうして決まる

1 栽培

2 収穫

3 乾燥

4 選別

5 焙煎

6 抽出

コーヒーは多くの人の手を介して、一杯の飲み物になります。
各工程のクオリティが、コーヒーの味を決めます。
6 店はこれらの工程に積極的にかかわって、最高の一杯を追求しています。

1 Producing

生産者、産地、畑で変わる

ブラジル、ブルーマウンテン、キリマンジャロ。
こうしたコーヒーの国名や地域ごとの分類はよく

6 店は、信頼の置ける、品質の高い生豆（き
まめ）を提供する生産者の豆だけを仕入れ、焙

目にしますが、農園や生産者、畑の情報までが

煎をしています。以前から高品質な豆はありまし

表示されたコーヒーはなかなかありません。

たが、近年世界的にスペシャルティコーヒーの市

しかし、ここが最も重 要な部 分。コーヒーの

場が形成され、日本でも徐々に広まっています。

品質を決めるのは、栽培から、収穫、精製にか

焙煎士やバリスタが、栽培の工程からかかわ

かわる工程にあるといいます。
土壌や標高によってコーヒーの出来は異なりま

り、よりおいしいコーヒーが淹れられる豆の栽培
もされています。商社や共同買い付けチームと、

す。熱心な生産者でないと、実が完熟しないま

場合によっては単独で農園を訪れることもありま

まコーヒーを出荷してしまうこともあるそうです。

す。 直 接 取り引きをし、 農 園と信 頼 関 係を築く

良い豆だけを選りすぐる作業も欠かせません。

焙煎士やバリスタも登場しています。
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写真提供／ CAFETENANGO

Process For Making Good Coffee

2 Roasting

――コーヒーの味はこうして決まる

焙煎で味が変わる

焙煎はコーヒーの豆を焙煎士が “ 調理 ” する

コーヒーの豆は本来、苦味だけでない複雑な

工程です。収穫され、乾燥した生豆に焙煎機で

味がするものです。しかし未熟な豆や粗悪な豆が

火 を 入 れ ま す。「SOW EXPERIENCE COFFEE

混ざっていると、嫌な酸味などが出てしまいます。

GIF T」に登場する 6 店は、すべて自店で焙煎を

これを避けるためには深煎りにする必要がありま

行っています。焙煎士は、火力や焙煎時間など

した。結果的にコーヒーは苦い飲み物であるとい

を調整して複数のパターンをテストします。テスト

う認識が広く浸透しました。

ローストした豆は、カッピングと呼ばれる方法で

しかしスペシャルティコーヒーと呼ばれる高品

試飲します。これを何度も繰り返し、豆の魅力が

質な豆の流通量が徐々に増え、比較的浅い焙煎

最も引き出される焼き方を決めます。深煎りにな

で上質な甘みや酸味が楽しめる豆が増えました。

ればなるほど、苦味が増していきます。浅すぎると、

6 店の焙煎士は、常にこの苦味、酸味、甘みの

青臭さなどが残ってしまうことがあります。

バランスを考慮して焙煎をしています。

3 Brewing

淹れ方で味が変わる

仕上げが抽出です。抽出方法は様々ですので、
自宅ではお好みの方法で試してみてください。カ
タログでは、ペーパードリップとフレンチプレスの
基 本 的な淹れ方を紹 介しています。ただし、お

35

面倒だからなるべく簡単にしたいという方は、
ぜひフレンチプレスを。挽いた豆にお湯を注いで

店によっておすすめの淹れ方が若干異なります。

数分。あとはマグカップに注ぐだけ。「フレンチプ

各店舗のページも参考にして、お好みの淹れ方

レス器がない方は急須と茶漉しでも大丈夫です」

を探してください。

とは SWITCH COFFEE の大西さん。

おいしいコーヒーの原則は、挽きたて淹れた

34

た方は、なるべく早く飲んでいただけると、おい
しい状態を味わえます。

自分で味をコントロールしたいという方は、ペー

て。面倒でも、飲むたびに挽いていただけると、

パードリップをどうぞ。お湯の量や抽出時間によっ

コーヒー豆の魅力が楽しめます。 粉で注 文され

て、味の印象が大きく変わります。

How to Make Your Best Coffee 1
おいしいコーヒーの淹れ方 1: ペーパードリップの場合

1

2

挽いた豆をセット
豆の挽き目は中挽き。エスプレッソより粗く、フレンチプレスよ

蒸らし
粉にお湯が満遍なく行き渡るようにお湯を少しずつ注ぎます。

最も一般的な抽出法であるペーパードリップでは紙フィルタを使用するので、一般的に
目は非常に細かく微粉も通しません。またフィルタが豆の油脂も吸着します。濃度に注
意しないと酸味や苦味が出すぎてしまうなど、味のムラが比較的出やすいのですが、出
したい味を細かくコントロールできるので自分の味を探求したい方にはおすすめです。

り細かく。15g の豆に対してお湯 250ml が目安です。

3

4

中心から外に向かって注ぐ

注ぎ終わったらドリッパーを外して完成

お湯は中心から渦を描くように注ぐのが基本です。

注ぐお湯の太さ、渦を描く回数などで、量をコントロールします。

必要な器具

ドリッパー

サーバー
（直接マグカップでも OK）

コーヒーポット

2 分 〜 2 分 30 秒で予定の湯量を注ぎ、
ドリッパーを外して完成。

g

Paper Dripping
36
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ペーパーフィルター

量り

タイマー
（スマートフォンで OK）

フィルターの湯通しをする場合も

かく拌する場合も

豆をセットする前にペーパーフィル
ターをお湯で湿らせる場合もあり
ます。

蒸らしの段階で、かく拌する場合
もあります。

How to Make Your Best Coffee 2
おいしいコーヒーの淹れ方 2: フレンチプレスの場合

1

2

挽いた豆をフレンチプレス器に
ペーパードリップよりも粗い、中粗挽き、粗挽きがおすすめです。

お湯を注ぐ
タイマーをスタート。時間は 4 分。

豆 18 〜 20g にお湯 350ml が目安です。

粉全体にお湯が行き渡るように注ぎ入れます。

3

4

蓋をして待つ

プランジャー（ピストン）を下げて完成

お湯を注いだら蓋をします。

4 分経ったら、プランジャーを下げて完成です。

ペーパードリップを車のマニュアル車だとすればフレンチプレスはオートマチック車のよう
なもの。味のムラが出にくいのが特長です。フレンチプレスのろ過部分は一般的に金属
なのでコーヒーに含まれる油分もこされず、
目が粗いため微粉も通します。つまりコーヒー
の質を素直に引き出しやすい抽出方法といえます。そのため、フレンチプレスを楽しむに
は当カタログに掲載しているような高品質の豆から選択することが重要です。

必要な器具

フレンチプレス器

サーバー
（直接マグカップでも OK）

g
量り

French Press
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タイマー
（スマートフォンで OK）

プレス器を温める場合も

粉を蒸らす場合も

事前にプレンチプレス器にお湯を
いれて温める場合もあります。

お湯を一気に注がず、少し注いで
粉を蒸らす場合もあります。

コーヒーをより深く楽しむための Q&A
Q. 他にもおすすめの淹れ方を知りたい
ペーパードリップとフレンチプレス以外にも代表的
な淹れ方を簡単に紹介します。
・エアロプレス
数年前から北欧を中心に急速に広まっている抽
出方法。空気圧を利用して誰でも簡単に短時間
で抽出できます。味は安定しやすいですが、豆の
味がストレートに出やすいのでフレンチプレス同
様豆選びが重要。

OK。専用器具を使って、また水出しポットを使っ
て出すこともできます。苦味が出にくくマイルドに
仕上がりやすいです。
・エスプレッソ
焙煎された豆を細かく挽き、専用の高圧蒸気マ
界のコーヒーショップでポピュラーな抽出方法。
専用のマシンに加え技 術と経 験も必 要になるた
め、最近は家庭でもできる簡易的な直火式エス
プレッソ器具も人気です。

法。蒸らしの効果を最大限に引き出せるのが魅力。
・サイフォン
水蒸気の圧力でフラスコの湯をロートに押し上げ
て抽出する方法。高温で淹れるため香りがしっか
り出ます。 化 学の実 験 道 具のようで視 覚 的にも
楽しい淹れ方。
・コールドブリュー（水出しコーヒー）
湯に比べ水はコーヒーの成分を溶解するのに時
間がかかるため、 水出しは数 時 間かけてゆっく
り抽出する必要があります。そのままアイスコー
ヒーとして楽しんでも湯煎してホットで楽しんでも
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コーヒー豆は粉にすると急速に香りが失われてし
まいます。おいしいコーヒーを飲むために、なる

全ての抽出方法に言えることですが、タイマーと

べくコーヒーを抽出する直前に豆を挽くことが重

量りがあると便利です。レシピ通りに淹れること

要となります。

ができる、繰り返し同じ淹れ方で淹れることがで
きることは、おいしいコーヒーを楽しむために必
要です。

Q. 豆の保存方法を教えてほしい
コーヒー豆を長く楽しむには豆の保存方法が重
要です。コーヒー豆にとっての敵は酸素と湿気な
ので、保存するときはできるだけ密封保存し、冷
暗所で保存しましょう。

Q. おいしく淹れるポイントを知りたい
最適なお湯の温度は 80 〜 90℃
湯の温度もコーヒーの味に影響を与えます。味
が重くなったり嫌な味が出たりするので、沸騰し
たてのお湯は避けたほうが無難です。
気をつけるべき 4 点
粉の挽き具合（細かくすれば濃くなりやすい）や
量（多ければ濃くなりやすい）、抽出時間（長け
れば濃くなりやすい）、抽出量（粉の量に対して
少なければ濃くなりやすい）を適切に保ちましょう。

Q. 基本的な道具の他に必要な道具があ

れば教えてほしい

シンやで淹れる方法。濃厚な味に仕上がる、世

・ネルドリップ
布のフィルタを使ってコーヒーの粉をこす抽出方

なるべくコーヒーを抽出する直前に豆を挽く。

Q. 淹れ方によって適した豆の挽き方を
教えてほしい
原則として細かく挽けば挽くほど濃く抽出されま
す。ですので、エスプレッソのように短時間で淹
れる場合は細挽き、フレンチプレスのように湯に
ゆっくり浸す場合は比較的粗挽き、ペーパーフィ
ルターでいれるなら中挽きが適しているとされて
います。ですが、豆によっても違うので、自分の
好みを知る意味でもまずはどのような淹れ方でも
中挽きで試してみて調整していくのが良いのでは
ないでしょうか。

SOW EXPERIENCE COFFEE GIF T
免責事項
■チケットの有効期間は、いかなる場合も延長できません。必ず申込期限までにお申し込みください。
■チケットの再発行は、いかなる場合もいたしません。
■チケットはいかなる場合も換金できません。
■掲載内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。
お問い合わせ先
ソウ・エクスペリエンスお客様サービス
お電話：03-6431-8362
10:00-17:00（月曜日〜金曜日）
10:00-15:00（土曜日・日曜日）
定休日：祝日・振替休日・年末年始
メール：customer@sowxp.co.jp
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