珈 琲 豆産地 の特 徴
アフリカ・中東の豆の特徴

・フルーティでほんのり甘い香り。
・苦味が少なく飲みやすい。

・良質な酸。
・明るく爽やかなコーヒーが多い。

中南米の豆の特徴

・親しみのあるコーヒー。
・コーヒーらしいコーヒー。
・特徴は少なめでバランスよく、苦味・酸味・甘みがある。
・農園別・地区別に各々の香味を兼ね備えているのが感じられます。

アジア太平洋の豆の特徴
・苦味と酸味が強くパンチのあるどっしりとしたコクのあるコーヒー。
・アーシーさ（大地のような）、スパイシーさが加わる。
・美しい島々が集まった国で雨が降りやすいことから独特の方法で豆を乾燥させる
過程が取り入れられているので風味の形成に大きく影響している。
メキシコ

コーヒーベルト

エチオピア

ALL

マラウィ

インドネシア バリ神山
神山

パプアニューギニア
東ティモール

¥500
¥550

HOT
COLD

（アラビカ

バリ

ブルンジ

グァテマラ

ホンジュラス
ペルー

ブラジル

（アジア太平洋の豆）

フルウォッシュド）

強いボディにどっしりとした苦味が特徴。
ビターチョコを思わせる豊かな甘味と重厚なコクのバランスがとても
良い珈琲。上質な苦味を楽しめます。

東ティモール
（ハヒマウ集落 20

（アジア太平洋の豆）
ドミンゴス 2021

2F珈琲焙煎所

フルウォッシュド）

深煎り︵苦味︶

ボディがあるのにや わ ら か さ も あ る バランスのよいロット。
しっかりとした苦 味 、 や わ ら か で 穏 や か、そして爽やかなりんごのような酸味。
ほのかな甘みも特徴ですっきりとした味。香りはダークチョコ、くるみ。

エチオピア

（ゲレザ

（アフリカ・中東の豆）

ゲイシャ G3

ナチュラル）

完熟チェリーのみに拘り、最 高 品 質のゲイシャ種 の み を 指 定して作り上げられた珈琲。
華やかさとコクがしっかりと感じられ、柑 橘 系 の 香 り が す る。
深煎りすることでトロっとした旨味が引き出され深い味わいになりました。

パプアニューギニア
（プローサの森

（アジア太平洋の豆）

フルウォッシュド）

優しい酸、クセのないクリアな味が特徴。
まろやかで明るく良質な酸を持ち優しくて爽やかな味わい。
深煎りですが飲み心地の良い珈琲。

ブラジル

（中南米の豆）

（バージングランデ スーパーボイヤー ナチュラル）
今年の完熟で大粒の豆には、コクと甘さが備わっていてとても美味しい。
クセがなく飲みやすい、控えめな酸とコク、そして甘みが特徴。

焙煎
珈琲

グアテマラ （中南米の豆）
（アンティグア

アゾテナ）

きれいで上質な酸があり、花のような甘い香りと力強いコク。
酸・コク・甘みのバランスがとてもよくやわらかな苦味と強すぎないしっかりめのボディ。
抜群のバランスを兼ね備えている。
チョコレート・ナッツの甘みがあり、オレンジやりんごのような酸味も同時に味わえる。

メキシコ

（中南米の豆）

中深煎り︵マイルド︶

（クステペック

SHG）

圧倒的な飲みやすさで口当たりは柔らかく上品な風味。
苦味は少なく、酸・香りがほどよく、ふくよかな甘みでバランスのとれた珈琲。
何度でも飲めてしまう珈琲。

マラウイ
（ミスク農協

（アフリカ・中東の豆）
ムプラ AAA

フルウォッシュド）

豆自体に強い個性はなく、苦味・酸味のバランスがほどよくまろやかなコクがあるのが特徴。
柑橘系の香りがあり口に含むとさわやかな風味が広がる。
アフリカの珈琲は個性的なものが多いですが、このマラウイはハワイコナに似た比較的飲み
易い珈琲。

ブルンジ
（ガツクザ

（アフリカ・中東の豆）

カビラ FW15＋ブルボン フルウォッシュド）

さっぱりとしたクリアな酸味。ほんのりとした心地よい甘さと濃厚なコク。
アフリカ産特有のさっぱりとした酸味。
タンザニアの隣国なのでキリマンジャロの味に少し似ているが、後味はグッと苦味が
押し寄せるのが特徴。

ホンジュラス （中南米の豆）
（ホセ・アントニオ・ラミレス・ブルボン

フルウォッシュド）

甘い香り、軽めの口当たり、スッキリとしたバランスの良さでクセのない柔らかな後味。
アメリカンコーヒーに適している。

エチオピア （アフリカ・中東の豆）
（ゲレザ

ゲイシャ G3）

フルーティ

浅煎り 酸
( 味︶

完熟チェリーのみに拘り、最高品質のゲイシャ種のみを指定して作り上げられた珈琲。
華やかさとコクがしっかりと感じられ、柑橘系の香りがする。
また後味にウイスキーのような味と余韻が残る

ペルー

（中南米の豆）

珈琲
販売 豆
中

（モンテアルト）
香り、酸味、優れたボディ。
コクのバランスがとても良い上品な珈琲。

１００ｇ 600円～

・・・Coffee, Original Scone and Waffle “JCRL Cafe”・・・
freshly roasted, freshly ground, and freshly extracted,particular about each process,
and we will brew a special cup with all our heart.
We want to believe that the world is connected by the power of coffee.

アイスコーヒー・カフェオレ

紅茶

オリジナルブレンド アイスコーヒー・・
（ブラジル + グァテマラ + メキシコ）

550

ホットオーレ ・・・・・・・・・・・・

550

アイスオーレ ・・・・・・・・・・・・

600

ハーブティー

アールグレイ ・・・・・・・・・・
（ダージリンアールグレイ）

イングリッシュブレックファースト・・
アイリッシュウイスキークリーム・・・
アイスティー ・・・・・・・・・・

（トロピカルオレンジ）

500
500
550
500

ジュース

お花畑のリラックスブレンド ・・・・・・・

500

なかったことにしたいリセットブレンド

・・

500

SOMA ブレンド（胃腸のリフレッシュ）
・・・

500

焼き菓子

450
クランブルクリームチーズパウンド ・・500
オレンジパウンド ・・・・・・・・・・500
バターパウンド

・・・・・・・・・

スコーン ・・・・・・・・・・・・・・ 500

（プレーン・チェリークリームチーズ）

レモンケーキ ・・・・・・・・・・・・ 350

季節のフルーツソーダ（微炭酸）
・ ・ 580

（その日のフルーツはスタッフにお尋ねください）

りんごジュース 100% ・・・・・・

500

みかんジュース 100% ・・・・・・

500

クレープ

シュガーバター ・・・・・・・・・
いちごミルク
・・・・・・・・・
いちごホイップ ・・・・・・・・・
いちごチョコレート・・・・・・・・
いちごミルクカスタード ・・・・・
いちごカスタードチョコ ・・・・・
バナナチョコレート ・・・・・・・
バナナチョコカスタード ・・・・・
バナナキャラメル ・・・・・・・・
バナナカスタードキャラメル ・・・
バナナいちご ・・・・・・・・・・
バナナいちごカスタード ・・・・・
季節のフルーツ ・・・・・・・・・

トッピング（チョコ・キャラメル・練乳）・・・・
トッピング

・・

（塩バニラアイス・苺みるくアイス）

・・・Coffee, Original Scone and Waffle “JCRL Cafe”・・・
freshly roasted, freshly ground, and freshly extracted,particular about each process,
and we will brew a special cup with all our heart.
We want to believe that the world is connected by the power of coffee.

380
580
550
550
600
600
450
500
450
500
630
650
680
各 50

各 80

