美味しい珈琲を淹れる

・サーバー､フィルター､ドリッパー３点セット
１～２杯用キット（カリタ式）

細口ドリップポットは必須です

¥1,320
２～４杯用キット（メリタ式）

淹れ方
動画公開中

欠品中

欠品中

¥1,650
・手挽き珈琲ミル(セラミック) ¥2,600

珈琲で世界を旅する 『贅沢珈琲BAGギフトSET』

※5日前までの、
事前予約を゙
承ります

松浜珈琲焙煎所のド
リップ
バッグは､世界10産地から厳選したシングルオリジン珈琲を楽しめます｡焙煎
したてのたっぷ
り15gを手詰め熱シールして真空パックした本当に美味しい贅沢なドリップバッグです｡
10産地計30個入¥7,000､計20個入¥4,800､計10個入¥2,500 ご注文いただけます 最少単位は計50個から。

松浜
珈琲

毎週 金土曜日 11～16時 営業
☎ 0797-24-6281
mail： matsuhama@ashiya-coffee.com

本当に美味しい珈琲と出会える
オーダーメイドスペシャルティ珈琲焙煎豆専門店です
焙煎所
世界から厳選したシングルオリジン珈琲を
新価格表２０２２.5.20
ご注文いただいてから丁寧に焙煎いたします

贅沢珈琲BAG 本当に美味しい珈琲を楽しめるドリップバッグ！

◆Gift box
・焙煎した珈琲たっぷり15gを手詰め真空パック
10個box ¥300
・生豆200gを焙煎し10～11個になります
20個box ¥400
・焙煎豆１ロット(生豆200g)単位で
30個box ¥500
贅沢珈琲ＢＡＧ包装を、包装料¥800で承ります
２日前までの予約注文で
金曜､土曜日の営業日に お渡しできます

・焙煎珈琲豆を粉に挽くこともできます ご相談ください
・包装は､ワイヤー付クラフト角底袋。真空小分け包装(ﾊﾞﾙﾌﾞ付)は､プラス¥50で承ります
ナイロンポリ袋（ﾊﾞﾙﾌﾞ無）真空小分け包装は無料｡炭酸ガスで膨張する場合もあります
◆配送承ります｡ 近畿2府3県配送料
100ｻｲｽﾞ ¥1,300､80ｻｲｽﾞ ¥1,000､60ｻｲｽﾞ ¥750､ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞ ¥500 詳しくはお問い合せください
◆振込先

三井住友銀行
PayPay銀行

芦屋支店
口座番号 5434505 松浜珈琲焙煎所
ビジネス営業部 口座番号 3181267 松浜珈琲焙煎所

営業日

MAP
阪神芦屋
市芦
役屋
所

阪神芦屋駅東改札口から700m
徒歩 10分
精道小学校
消防署
国道43号

精道
ローソン

芦
屋
川

ぬえづか

公芦
園屋
阪急バス
テニス
コート前

浜芦屋
交番

鵺塚橋

Times
浜芦屋第２

P

Instagram

TANZANIA ニティン農園 （水洗式） ニュークロップ2021/22 新入荷
すっきりとバランスの取れたテイスト最高級キリマンジャロ￥820/生豆200g
タンザニアコーヒー豆で最高とされていたAAグレードを超えるAATop
新入荷

EASTTIMOR トゥヌファヒ村 有機JAS認証

心地よいクリーンで明るいしっかりした酸味と苦味が調和￥830/生豆200g
した珈琲。Tunufahiはマイクロロット珈琲を産出する世帯数20世帯の村

COSTARICA ソノラ農園 ハニー

ハニープロセス珈琲

ハニープロセスでつくられた、優しく上品な香りと
￥880/生豆200g
しっとりとした淡い甘みを感じるバランスのとれた珈琲

お知らせ
COLOMBIA カフェインレスコロンビア ￥970→ ￥ 1,160/生豆200g
6月新規入荷予定
BRAZIL カフェインレス サントス
￥９70/生豆200g
7月から価格改定

残り僅かになりました
PAPUANEWGUINEA シグリ農園

￥９80/生豆200g

コロンビア/コアグロブリサス生産者組合､メキシコ/クステペック農園完売
Covid-19 感染拡大に伴い､松浜珈琲焙煎所では､屋内での販売と試飲を中止
当面､予約注文のみで販売。金曜日､土曜日の営業日に店頭で商品をお渡し
予約注文はお電話・メールで。 会員登録は店頭・お電話・メールで受付します。
『refill珈琲豆缶』で、環境にやさしい珈琲を楽しみませんか。

松浜
珈琲
焙煎所

駐車場はTimes 浜芦屋第２他をご利用ください
● ¥3,000以上の購入で1時間無料
2022.5.20改定

営業時間に看板を
出しております
インターフォンで
お知らせください

徒歩1分

■
コテ
ーニ
トス

芦屋公園
テニス
コート前
浜芦屋交番
信号から
東へ150m

金曜日､土曜日
11時～16時

世界の産地から厳選したスペシャルティ珈琲｡精製方法や産地の違いをお楽しみください｡

松浜珈琲焙煎所
0797-24-6281 芦屋市松浜町2-20

ご注文いただいた珈琲豆を店頭で詰めさせていただけるリフィル容器で
す。 焙煎豆の保管に遮光性、防湿性にも優れた最適の珈琲豆缶です。
結露を避けるために冷蔵庫に入れず常温保存してください。
『refill珈琲豆缶』税込 ￥400 ※ご利用の度に¥20/生豆200g エコ割引いたします

Beans とても美味しいシングルオリジン珈琲を集めました
生産国･精選方法による
風味の違い

生豆200gを焙煎し販売
焙煎後の正味量は155～170gになります

アラビア・アフリカ
YEMEN

イエメン/アラビアンセレクション 税込 ¥1,690/生豆200g
Arabian Selection 標高2500mの超高地産 。魅惑的な香りと甘くスパイシーなモカマタリ。
完熟果実を収穫 高品質品を生産（自然乾燥式）

New

エチオピア/イルガチェフェ G1ナチュラル 税込 ¥1,100/生豆200g
YirgacheffeeG1 Natural 珈琲発祥の地エチオピアのナチュラル精製の最上級モカ｡果実を思わせる
独特のモカ香。果肉のまま乾燥させるため成分が流れ出ない分、特徴が強く残ります。（自然乾燥式）

ETHIOPIA

エチオピア/イルガチェフェ G1ウォッシュド 税込 ¥1,060/生豆200g
YirgacheffeeG1Washedイルガチェフェチェルベサの小規模生産者から集められたマイクロロット。最上級
スペシャルティモカ｡さわやかなシトラスフレーバーと良質な酸味｡心が澄み渡るような逸品。（水洗式）

ETHIOPIA

ケニア/マサイAA 税込 ¥1,190/生豆200g
Masai AA TOP 柑橘系やスパイシーな香り溢れんばかりの重厚感。ケニア珈琲は世界中で
高く評価｡完熟果実が農協に集められ水洗処理ハンドピックされます（水洗式）

KENYA

TANZANIANew タンザニア/ンゴロンゴロ ニティン農園AA Top

税込

¥ 820 /生豆200g

Nitin Estate AA Top Ngorongoroすっきりとバランスの取れたテイスト最高級キリマンジャロ
チョコレート系の風味とコクを感じる心地よい後味。タンザニアコーヒー豆で最高とされていたAA
グレードを超えるAA Topグレード。 （水洗式）

アジア・大洋州
INDNESIA

インドネシア/マンデリン シナール 税込 ¥1,240/生豆200g
Mandheling Sinar 究極のマンデリン｡土のような香りに加えて柑橘系の香り､酸味口あたりの良さが
際立つ。スマトラ島北部太陽の恵みで育った最高品質のマンデリン （スマトラ式）

タイ/ヨック農園サラローズ農園 税込 ¥１,３０0/生豆100g
Finca Yokh Sarah Rose 「サラローズ」はゆったりと熟成されるように松科の樹木の下に無農薬で栽培｡
３カ月かけ乾燥。ハニー製法で精製｡しっかりとした味わいと上品な香りが広がります（ハニー製法）

THAILAND ◆完売しました◆

タイ/アボンゾ農園 税込 ¥860/生豆200g
Finca Abonzo Washed タイの山岳民族アカ族が20年前に始めた珈琲栽培｡しっかりとしたボディの
中にほのかな酸味 スッキリとした印象です （水洗式）

THAILAND

パプアニューギニア/シグリ農園 税込 ¥980/生豆200g
Sigri Estate Washed 4日間をかけた水洗発酵工程､10日間をかけた天日乾燥｡コク､アロマ､天日
乾燥特有の円やかな甘味。高級品種固有の適度な酸味が絶妙なバランスです（水洗式）

PAPUANEWGUINEA

EASTTIMOR New
Tunufahi

東ティモール/トゥヌファヒ村 有機JAS認証 税込

¥830/生豆200g

クリーンで明るい酸味が穏やかで口当たりが良く甘味と爽やかさを感じます｡世帯

数２０のトゥヌファヒ村で森を守りながら栽培された最上級のマイクロロット珈琲。 （水洗式）

生豆200gを焙煎し販売
焙煎後の正味量は155～170gになります

カリブ海
JAMAICA

ジャマイカ/ブルーマウンテンNo.1クライスデール 税込 ¥3,770/生豆200g
BlueMountain No.1 Clydesdale キング・オブ・コーヒー｡まろやかな甘味の残る後味は他の
追随を許さない｡クライスデール地区は､ブルーマウンテンコーヒーの生産地中央に位置している｡
「ザ・ハート・オブ・ザ・ブルーマウンテン」と呼ばれている （水洗式）

中央アメリカ
MEXICO
◆完売しました◆

メキシコ/クステペック農園 税込 ¥750/生豆200g
Finca Custepec 香ばしさや柑橘などのフルーツ系の香りと軽やかな酸味 !! 大自然の恩恵を
存分に受けて育った､太陽の国メキシコの珈琲 Rainforest Alliance認証（水洗式）
グアテマラ/メディナ農園アンティグアピーベリー 税込 ¥820/生豆200g
Finca Medina Antigua Perberry 香り、酸味ほど良い苦味が素晴らしいカップ
クオリティー。聖地アン
ティグ
アは理想的な気候条件に恵まれ最高品質の 珈琲を生産。 Rainforest Alliance認証（水洗式）

GUATEMALA

COSTARICA

New

コスタリカ/ソノラ農園ハニー 税込

¥880/生豆200g

Hacienda Sonora Honey 自然と完璧な調和を維持して高品質のグリーンコーヒーマイクロ
ロットによる、美味しいコーヒー豆を作り出しています｡ハニープロセスでつくられた優しく上品
な香りとしっとりとした淡い甘みを感じるバランスのとれた珈琲（ハニー製法）

南アメリカ
COLOMBIA◆完売しました◆コロンビア/コアグロブリサス生産者組合

税込

¥750/生豆200g

CoagroBrisas こうばしさや柑橘などの爽やかなフルーツ系の香り口あたりがよく上品さが特徴｡
山々と渓谷に囲まれた自然豊かな地域｡２１５農園が加盟する生産者組合（水洗式）
ブラジル/サントスニブラ18M 税込 ¥750/生豆200g
Santos Nibra18M これぞブラジル！香り、甘味、酸味コク､調和のとれたふくよかな味｡広大で
豊かなミナス・ジェライス州セラードと山岳地帯のスル・デ・ミナスの18M以上の豆を厳選（自然乾燥式）

BRAZIL

カフェインレス珈琲
COLOMBIA◆7月から¥1,160に価格改定◆カフェインレス コロンビア

税込

¥970/生豆200g

DECAF とても美味しいカフェインレス珈琲。スイスウォーター式 はカフェイン以外の成分はこれ
以上溶ける事の出来ない飽和水に漬ける事でカフェインのみを抽出しています（水洗式）
※生豆100gを焙煎 焙煎後の正味量は75～85ｇ
会員予約限定商品
USA アメリカ合衆国/ハワイアンクィーン農園 税込 ¥2,850/生豆100g ◆完売しました◆

●

Hawaiian Queen 芳醇な香りと爽やかな酸味､後味スッキリ 極上ハワイコナ
ハワイアンクイーン農園はコナ生産地の中で高地の丘にあるコナコーヒー発祥の地（水洗式）

PANAMA パナマ/エスメラルダ農園ゲイシャプライベートコレクション 税込 ¥3,160/生豆100g
Esmeralda Geisha Private Collection Washed 標高の高い場所で収穫された豆だけを
集めたワンランク上のゲイシャ。農薬を使わず完熟実だけを手摘み『世界最高のコーヒー』
（水洗式）
※商品価格は変動する場合がございます

Ｗｅｂサイトをご覧ください

