
お客様の注文を受けてから ,フリゴレス認定の焙煎士が生豆から丹精込めて焙煎しています。

   豆名 価格 焙煎 生産国
風味

特　徴
税込 酸 香 苦

中
　
南
　
米

ゴールデンビートル 1,863 中 パナマ ○◎○ キャラメルのような甘みとほのかに香るウッディーな風味

ブルーマウンテンＮＯ .１ 6,670 中浅 ジャマイカ ◎◎ 人気ＮＯ.１の香り高い上質なうま味

グアテマラ  アンティグア 1,490 中 グアテマラ ○◎ 甘い香りと優しい酸味と苦み

グアテマラ  ＳＨＢ 1,056 中 グアテマラ ○○ 上質な酸味とコク

コスタリカ  セントタラス 1,242 中 コスタリカ ○◎ 口当たりが良くすっきりとした香り

プリンセサ  ワイニー  ﾅﾁｭﾗﾙ 2,592 中浅 ドミニカ ○◎ 甘みがあり華やかな香りに上品な味わい

マラゴジッペ  アントニエタ農園 2,052 中 ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ ○○○ フルーティーなフレーバーとコク　黒砂糖のような甘み

メキシコ  アルチュラ 1,118 中 メキシコ ○○○ 中間味でさっぱりとした味わい

ウエウエテパン農園  ﾅﾁｭﾗﾙ 3,348 中浅 メキシコ ○◎ COE受賞 華やかな香りと柑橘系果実のような爽やかさ

サンタアナ農園 1,615 中 ニカラグア ○◎○ バランス良くフルーティーでジューシーな香り

サンタロサ 1,390 中 ホンジュラス ○◎○ 甘味とマイルドな酸味

サントス 1,037 中 ブラジル ○○ スタンダードな風味ほど良い苦味

南
　
米

アマレロ 1,296 中 ブラジル ○○ ほどよい苦味と甘味

ピンクブルボン 2,800 中 コロンビア ○◎○ 変化するフルーツ感とクリーンな口当たり

プレミアムショコラ 1,296 中 ブラジル ○○ ナッツフレーバーで上質な苦味

ブラジル  デカフェ(ｶﾌｪｲﾝﾚｽ ) 1,544 中々深 ブラジル ○○ カフェインレスで香ばしくマイルド　液体CO2処理

ショコラピーベリー 1,231 中 ブラジル ○○ チョコレートのような甘みが広がりスッキリとした苦味

ペルー チャンチャ 1,037 中深 ペルー ○◎ スッキリとした苦味と甘い後味

アンデスマウンテン 1,440 中 エクアドル ○◎ まったりとした甘味

エメラルドマウンテン  2,640 中 コロンビア ◎◎○ 優しくまろやかな苦み・酸味 何十年続く高級豆

スプレモ 994 中 コロンビア ○○○ 円熟した酸味とコク 甘い香り

カウカ・インサ 1,831 中 コロンビア ○◎ 香ばしいアロマと柑橘系の爽やかさ

ア
フ
リ
カ

キリマンジャロ  キボーＡＡ 1,400 中 タンザニア ○○ 甘い香りに上質のトロリとした酸味

ケニアAA 1,366 中深 ケニア ○◎ さっぱりとした強い苦味

ブルンディ  マバンザWS 1,400 中 ブルンジ ○○○ 柑橘系の香りにナッツのような香ばしさ

イルガチェフェ  G1コンガ 1,728 中浅 エチオピア ○◎ 紅茶のような特徴的なフレーバーとハチミツを思わせる甘さ

モカ マタリ 1,615 中浅 イエメン ◎ 上品な香り 爽やかな柑橘系の酸味

シダモG4 デカフェ(ｶﾌｪｲﾝﾚｽ ) 1,490 中 エチオピア ○◎ ほのかにナチュラルモカの香りとなめらかな酸味　液体CO2処理

ゲイシャ  ジャスミンG１ ﾅﾁｭﾗﾙ 2,135 中浅 エチオピア ◎◎ ジャスミンやレモンティーのような香りでスッキリとした味わい

モカ クィーン  ﾅﾁｭﾗﾙ 1,458 中浅 エチオピア ◎◎ モカらしい華やかな香りと気品を備えた上品な味わい

ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア

マンデリンＧ１ 1,079 中深 インドネシア ○◎ 独特の香りと苦味

グランブルー 2,300 中深 インドネシア ○◎ スパイシーなハーブ感に溢れ コクのある味わい

トラジャ 1,499 中深 インドネシア ○◎ なめらかな苦味と深いコク 香味のバランスが良い

ジャバロブスター 994 深 インドネシア ○◎ ロブスター独特の香りと強い苦味

コカマウ　オーガニック 1,512 中 東ティモール ○◎○ コクがあり 酸味が少なく甘味がある　

ベトナム  アラビカ 959 中々深 ベトナム ○◎ 香ばしく飲みやすい苦味

トロピカルマウンテン 1,199 中々深 パプア
ニューギニア ○○○ 優しい苦味と軽い酸味

オ
リ
ジ
ナ
ル
ブ
レ
ン
ド

フリゴレスブレンド 991 中
パプアニューギニア
    コロンビア　　　 ○◎○ あっさりとした中間味

季節のブレンド 1,426 ー 季節により
変動 季節に合ったブレンドコーヒー

キリマンジャロ  ブレンド 994 中 タンザニア
ブラジル ○○○ 爽やかな香りとすっきりとした苦味と酸味

モカブレンド　＃３ 1,226 中浅 エチオピア
ブラジル ○◎ モカの風味が効いた華やかなアロマ

アイスコーヒー 994 深 グアテマラ
ベトナム ○◎ 苦味の利いたコクの一杯

ありがとうブレンド 994 中 グアテマラ
ブラジル ○○ 軽い甘味

ドリップバッグ
178~

712 各種類　種類指定のご予約の場合は数日頂きます

水出しアイスコーヒー
712~
1,425 〇〇 水に漬けておくだけの お手軽パックタイプ

※ 表記の価格は 生豆210ｇの税込み価格です。焙煎後重さは約 1.5割前後減り,体積は約1.5倍ほどに増えます。                                                                                

※ ■は船岡本店のみ取扱商品です。　※ 106g焙煎は200円プラスとなります。
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